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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.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
09,16,25,28,30,32

1

ＦＡＳＨＩＯＮ ＭＯＮＳＴＥＲ

通常:
標準

2012/8/13 2012-065627

ジェレミィ ラビット ウォーレン ピー
ティーイー リミテッド

35

2

ＤＡＴＳＵＮ

分割:
標準

2012/8/13 2012-065636 日産自動車株式会社

09,16,25,30

3

ジョジョ＼ＪＯＪＯ

通常

2012/8/13 2012-065642 株式会社集英社

35

4

ＤＡＴＳＵＮ

分割

2012/8/13 2012-065648 日産自動車株式会社

※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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指定商品・役務
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具（「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロト
ロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機
械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知
機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。），電子管，半導体素子，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），電子計算機用プログラム，
眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを
記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インターネットを利用して受信し、及び保
存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、及び保存することがで
きる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプ
キン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【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，ナイトキャップ，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バン
ド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）
【28】愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，す
ごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用
具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具（登山用・
サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。），釣り具
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
即席菓子のもと，パスタソース
【32】ビール 清涼飲料 果実飲料 乳清飲料
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【09】電子出版物，携帯電話機用ストラップ，電気通信機械器具，業務用テレビゲーム機，
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，
携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，
レコード，インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル，イン
ターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディ
スク及びビデオテープ
【16】印刷物，文房具類，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，
紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙類，書画，写真，写真立て
【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，和服
【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，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオ
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
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No.

商標（見本）

5

6

商標

ＨＯＮＥＹＭＯＭＯ

先菜後飯

種別

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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

29,31,32,35

【29】乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，野菜・果実を原材料とする食用ゼリー・調理用野菜
ジュース・その他の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，お茶漬けのり，ふりかけ，豆
【31】海藻類，野菜（「茶の葉」を除く。），茶の葉，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】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，スムージー，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
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，あて名印刷
機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ステープラ，事務用封かん
機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断
機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，装飾塗工用ブラシ，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，型紙，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
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
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，織物製椅子カバー，織
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，紅白幕，黒白幕，
ビリヤードクロス
【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】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
【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

2012/8/13 2012-065663 株式会社サンリオ

2012/8/13 2012-065702 キューサイ株式会社

16,24,25,35

7

越中動画本舗

通常:
標準

2012/8/13 2012-065723 株式会社ピーエーワークス

30
8

9

ＭＡＭＭＡ ＭＡＭＭＡ＼マンマ
通常
マンマ

海苔ふぃーゆ

10

不風流

11

大津おはぎ

通常

通常:
標準
通常:
標準

指定商品・役務

30

2012/8/13 2012-065736 有限会社ＭＡＭＭＡマンマ

30

【30】海苔を使用した菓子，海苔を使用したパン，海苔を使用した茶，海苔を使用したコー
ヒー，海苔を使用したココア，海苔を使用したサンドイッチ，海苔を使用した中華まんじゅ
う，海苔を使用したハンバーガー，海苔を使用したピザ，海苔を使用したホットドッグ，海苔
を使用したミートパイ，海苔を使用した調味料，海苔を使用した穀物の加工品，海苔を使
用したぎょうざ，海苔を使用したしゅうまい，海苔を使用したすし，海苔を使用したたこ焼
き，海苔を使用した弁当，海苔を使用したラビオリ，海苔を使用した即席菓子のもと

30

【30】菓子，和菓子，洋菓子，生菓子

30

【30】おはぎ

2012/8/13 2012-065737 株式会社ユーハイム

2012/8/13 2012-065747 株式会社叶匠寿庵
2012/8/13 2012-065748 株式会社叶匠寿庵

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

商標

種別

12

Ｏ２おはぎ

13

匠壽庵冷やし団子

14

匠壽庵煮小豆に餅

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

15

商標（見本）

砂糖不使用主義

通常:
標準

よくばりさんの十六穀ごはん

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/8/13 2012-065749 株式会社叶匠寿庵
2012/8/13 2012-065750 株式会社叶匠寿庵
2012/8/13 2012-065751 株式会社叶匠寿庵

区分
【30】おはぎ

30

【30】菓子，和菓子，洋菓子，だんご，冷やしただんご，冷やして食べるだんご

30

【30】煮た小豆を使用した餅，煮た小豆を使用した餅菓子，煮た小豆を包んだ餅，煮た小
豆を包んだ餅菓子

05,29,30,32

【05】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
【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，食用
たんぱく
【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，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，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】雑穀入りの茶，雑穀入りのコーヒー及びココア，雑穀入りの菓子・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，雑穀入りの穀物の加工品，
雑穀入りの即席菓子のもと，雑穀入りの米，雑穀入りの脱穀済みのえん麦，雑穀入りの
脱穀済みの大麦，米及び雑穀を配合した雑穀配合米，麦を主原料として雑穀類を配合し
た脱穀済みの穀物，雑穀入りの食用粉類
【30】菓子，パン

2012/8/13 2012-065754 株式会社ハーバー研究所

30
16

2012/8/13 2012-065783 石橋工業株式会社
30

17

えみこまき＼笑小巻

通常

2012/8/13 2012-065785 有限会社三松堂

30,41,43

18

ＮＩＳＳＨＩＮ ＭＩＬＬＩＮＧ ＭＵＳＥ 通常:
ＵＭ
標準

2012/8/13 2012-065864 株式会社日清製粉グループ本社

35

19

復興デパートメント

通常:
標準

指定商品・役務

30

2012/8/14 2012-065879 ヤフー株式会社

※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。

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【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，お好み焼き，たこ
焼き，ぎょうざ，しゅうまい，すし，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，プレミックス粉，米，脱穀済みのえん麦，脱
穀済みの大麦，小麦粉，から揚げ粉，天ぷら粉，お好み焼粉，その他の食用粉類
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，小麦・小麦粉及び製粉に関する資料の展示，美
術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・
音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するもの
を除く。），娯楽施設の提供
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，会議
室の貸与，展示施設の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸
【35】広告業，インターネットによる広告，バナー広告，ブログによる広告，広告に関する助
言・指導及び情報の提供，電子メールによる広告，ダイレクトメールによる広告物の配布，
広告物の配布，広告に関する情報の提供，商品の展示即売会又は商品見本市の企画・
運営又は開催に関する情報の提供，受託による広告用看板の制作，広告の管理，コン
ピュータ用ウェブサイト又は携帯電話用ウェブサイトにおける広告用スペースの提供及び
これらに関する情報の提供，広告用具の貸与及びこれに関する情報の提供又は指導・助
言，商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び運営又はこれらに関する情報
の提供，電子メール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，事業情報の提供，事業の企画，コンピュータによる顧客管理，コンピュータによ
る経営の診断及び指導，市場及び販売戦略に関する指導及び助言，事業の管理・運営及
び組織に関する助言又は援助，経営の診断及び指導に関する助言，事業の管理又は運
営に関する情報の提供，市場調査，市場調査に関する情報の提供，アンケート調査に関
する情報の提供，商品又は商品生産者に対する消費者の評価情報の整理及びこれらの
情報の提供，商品又は商品生産者に対する消費者の評価情報の提供，消費者意見情報
の取得・分析及び報告，商品の売買契約に関する代理・仲介・取次又は媒介，トレーディ
ングスタンプ又はポイントカードの発行・管理及び清算及びこれらに関する情報の提供，
商品の販売促進・役務の提供の促進のためのポイント蓄積及びポイント清算，クーポン券
及び割引などの特典付カードの発行及びこれに関する情報の提供，エリアマーケティング
に関する情報の提供，商品の売買契約に関する事務処理の代行，競売の運営に関する
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

20

§Ｍｙ Ｂａｓｋｅｔ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

通常

2012/8/14 2012-065886 イオン株式会社

30
21

千（イリヤマ）∞Ｓｉｎｃｅ １８８８
∞ＦＵＪＩＴＥＡ

通常

2012/8/14 2012-065893 有限会社荒井友吉商店

29,30
22

彩裕フーズ株式会社

通常

指定商品・役務
【35】トレーディングスタンプの発行，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一
括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及
び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
野菜及び果物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子
及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金
具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 台所用品・清掃
【30】ハーブ茶，ウーロン茶，紅茶，昆布茶，麦茶，緑茶，その他の茶，お茶を加味してなる
菓子及びパン

2012/8/14 2012-065942 彩裕フーズ株式会社

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

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

【29】乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），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
【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，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）2012.08.12～2012.08.18.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
05,29,35

23

24

25

ＳＥＰＥＲＥＸ

通常:
標準

ＪＡＰＡＮＥＳＥ＼ＭＯＤＥＲＮ＼Ｓ
通常
ＯＵ∞創∞ＳＯ＼Ｕ

きよ仲∞きよ仲

通常

2012/8/14 2012-065950

指定商品・役務

30

【05】医療用ダイエタリー・サプリメント，幼児用ダイエタリー・サプリメント，初乳，病人のダ
イエタリー・マネジメントのためのフード・サプリメント，医療用フード・サプリメント，医療用
ダイエタリー・ニュートリショナル・サプリメント，医療用ダイエタリー・フード・サプリメント，医
療用以外のダイエタリー・サプリメント，海産物を原料とするダイエタリー・サプリメント（医
療用のものを除く。）
【29】牛乳，その他の乳製品，食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），家禽肉，猟鳥
獣肉，肉エキス，冷凍野菜，冷凍果実，加工野菜及び加工果実，食用油脂
【35】食料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供及びそ
れらに関する相談・助言及び情報の提供，栄養補助食品の小売又は卸売の業務におい
て行なわれる顧客に対する便益の提供及びそれらに関する相談・助言及び情報の提供，
食料品並びに栄養補助食品の製造において使用される成分の小売又は卸売の業務にお
いて行なわれる顧客に対する便益の提供及びそれらに関する相談・助言及び情報の提
供，食料品に関するマーケティング及びにそれに関する相談・助言及び情報の提供，栄養
補助食品に関するマーケティング及びそれに関する相談・助言及び情報の提供，食料品
並びに栄養補助食品の製造において使用される成分に関するマーケティング及びそれに
する相談・助言及び情報の提供，食料品に関する広告業及びプロモーショナル・サービス
及びそれらに関する相談・助言及び情報の提供，栄養補助食品に関する広告業及びプロ
モーショナル・サービス及びそれらに関する相談・助言及び情報の提供，食料品並びに栄
養補助食品の製造において使用される成分に関する広告業及びプロモーショナル・サー
ビス及びそれらに関する相談・助言及び情報の提供，食料品に関する、消費者のための
商品購入に関する助言と情報の提供それらに関する相談・助言及び情報の提供，栄養補
助食品に関する、消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供それらに関する相
談・助言及び情報の提供，食料品並びに栄養補助食品の製造において使用される成分に
関する、消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供それらに関する相談・助言
【30】弁当，茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，すし，穀物の加工品，米

30

【30】弁当，茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，すし，穀物の加工品，米

30

【30】弁当，茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，すし，穀物の加工品，米

30

【30】コーヒー，コーヒーを使用した菓子，コーヒーを使用したパン，コーヒー風味のサンド
イッチ，コーヒーを使用したアイスクリームのもと，コーヒーを使用したシャーベットのもと，
コーヒーを使用したソフトクリームのもと，コーヒー豆，コーヒーを使用した即席菓子のもと
【30】菓子，パン

セペレックス ニュートリショナルス
リミテッド

2012/8/14 2012-065974 日本エアポートデリカ株式会社

2012/8/14 2012-065975 日本エアポートデリカ株式会社

26

ｐｌｕｍｅ ｄｅ ｌ’ｏｒａｎｇｅ

通常

2012/8/14 2012-065976 日本エアポートデリカ株式会社

27

旅するコーヒー

通常:
標準

2012/8/14 2012-065980 森永乳業株式会社

30
28

美活応援

通常

2012/8/14 2012-065981 森永乳業株式会社

29

ふわだてプリン

通常:
標準

2012/8/14 2012-065982 森永乳業株式会社

※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。

30

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

【30】プリン，プリン風味の菓子及びパン，プリン風味のアイスクリームのもと，プリン風味
のシャーベットのもと，プリン風味のソフトクリームのもと，プリンのもと，プリン風味の即席
菓子のもと
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

30

ふんわり泡どけ食感

通常:
標準

2012/8/14 2012-065983 森永乳業株式会社

31

驚きのひとくち

通常:
標準

2012/8/14 2012-065984 森永乳業株式会社

32

ＭＯＷ フリージングシステム

通常:
標準

2012/8/14 2012-065988 森永乳業株式会社

33

月ごろも

34

ＬＡＮＣＡＳＴＥＲ

通常:
標準
通常:
標準

区分
30

30

30

2012/8/14 2012-065991 株式会社スイートガーデン
2012/8/14 2012-065996 ザ ハーシー カンパニー

30
30
30,32

35

Ｋｅｅｐ Ｙｏｕ Ｒｅｌａｘｅｄ

通常:
標準

2012/8/14 2012-065999 サントリーホールディングス株式会社
30

36

ザラメックス＼ＺＡＲＡＭＥＸ

通常

ＹＫイノアス

通常:
標準

【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバー
ガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，す
し，たこ焼き，弁当，ラビオリ
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ア
ルコールを含有しないビール風味の清涼飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料
【30】コーヒー及びココア，茶，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀
物の加工品，即席菓子のもと

2012/8/14 2012-066004 株式会社明治

35,36,37,39

37

指定商品・役務
【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，ソフトクリームのも
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，
ベーキングパウダー，即席菓子のもと
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，ソフトクリームのも
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，
ベーキングパウダー，即席菓子のもと
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，ソフトクリームのも
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，
ベーキングパウダー，即席菓子のもと
【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，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，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，食用粉類
【30】キャンデー，チョコレート，キャラメル，菓子，パン

2012/8/15 2012-066104 電気化学工業株式会社

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

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

【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，飲食料品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，事務機器・事務機器関連消耗品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，化学品・工業薬品・塩酸・硫酸・燐酸・か
性カリ・か性ソーダ・塩素・カルシウムカーバイト・トリクロロエチレン・メタノール・酢酸エチ
ル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キシレン・界面活性剤・消泡剤・紙
用消泡剤・紙用脱墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・化学剤・還元
剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・電炉工業製品・電解工業製品・プラス
チックの放熱用添加剤・プラスチックの耐熱用添加剤・溶剤・老化防止剤・融剤・発光ダイ
オード用蛍光体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・のり及び接着剤（事
務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・
肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・シリカ・フォトレジス
ト・現像液・半導体用剥離液・金属シリコン・原料プラスチック・エポキシ樹脂・フェノール樹
脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニ
ル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹脂・パルプ・農薬（殺菌剤・除草剤・殺虫
剤及び寄生生物駆除剤を除く。）・殺菌剤・除草剤・殺虫剤・寄生生物駆除剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，鉄・鋼・鋼管・金属製パイプ・条
網・鋼板・ステンレス鋼板・金属製箔・銅・銅合金・アルミニウム・アルミニウム合金・ニッケ
ル合金・ステンレス・建築用又は構築用の金属製専用材料・鉄骨・鉄筋・金属製セメント製
品製造用型枠の小売又は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・ケーブル・電子顕微鏡用電子発生器具・電子回路（電子計算機用プログラムを記憶さ
せた電子回路を除く。）・半導体ウエハ。プリント回路基板。金属基板・セラミックス製回路
基板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブル
クロス・紙製ブライン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
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,36,37,39

38

ＹＫ Ｉｎｏａｓ

通常:
標準

2012/8/15 2012-066105 電気化学工業株式会社

35,36,37,39

39

Ｉｎｏａｓ

通常

2012/8/15 2012-066106 電気化学工業株式会社

40

マティーダ

通常:
標準

2012/8/15 2012-066111 株式会社クオリティープラン

30
35

41

グリーショップ＼ＧＲＥＥ ＳＨＯ
通常
Ｐ

2012/8/15 2012-066121 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。

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

指定商品・役務
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，飲食料品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，事務機器・事務機器関連消耗品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，化学品・工業薬品・塩酸・硫酸・燐酸・か
性カリ・か性ソーダ・塩素・カルシウムカーバイト・トリクロロエチレン・メタノール・酢酸エチ
ル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キシレン・界面活性剤・消泡剤・紙
用消泡剤・紙用脱墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・化学剤・還元
剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・電炉工業製品・電解工業製品・プラス
チックの放熱用添加剤・プラスチックの耐熱用添加剤・溶剤・老化防止剤・融剤・発光ダイ
オード用蛍光体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・のり及び接着剤（事
務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・
肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・シリカ・フォトレジス
ト・現像液・半導体用剥離液・金属シリコン・原料プラスチック・エポキシ樹脂・フェノール樹
脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニ
ル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹脂・パルプ・農薬（殺菌剤・除草剤・殺虫
剤及び寄生生物駆除剤を除く。）・殺菌剤・除草剤・殺虫剤・寄生生物駆除剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，鉄・鋼・鋼管・金属製パイプ・条
網・鋼板・ステンレス鋼板・金属製箔・銅・銅合金・アルミニウム・アルミニウム合金・ニッケ
ル合金・ステンレス・建築用又は構築用の金属製専用材料・鉄骨・鉄筋・金属製セメント製
品製造用型枠の小売又は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・ケーブル・電子顕微鏡用電子発生器具・電子回路（電子計算機用プログラムを記憶さ
せた電子回路を除く。）・半導体ウエハ。プリント回路基板。金属基板・セラミックス製回路
基板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブル
クロス・紙製ブライン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
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，飲食料品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，事務機器・事務機器関連消耗品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，化学品・工業薬品・塩酸・硫酸・燐酸・か
性カリ・か性ソーダ・塩素・カルシウムカーバイト・トリクロロエチレン・メタノール・酢酸エチ
ル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キシレン・界面活性剤・消泡剤・紙
用消泡剤・紙用脱墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・化学剤・還元
剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・電炉工業製品・電解工業製品・プラス
チックの放熱用添加剤・プラスチックの耐熱用添加剤・溶剤・老化防止剤・融剤・発光ダイ
オード用蛍光体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・のり及び接着剤（事
務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・
肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・シリカ・フォトレジス
ト・現像液・半導体用剥離液・金属シリコン・原料プラスチック・エポキシ樹脂・フェノール樹
脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニ
ル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹脂・パルプ・農薬（殺菌剤・除草剤・殺虫
剤及び寄生生物駆除剤を除く。）・殺菌剤・除草剤・殺虫剤・寄生生物駆除剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，鉄・鋼・鋼管・金属製パイプ・条
網・鋼板・ステンレス鋼板・金属製箔・銅・銅合金・アルミニウム・アルミニウム合金・ニッケ
ル合金・ステンレス・建築用又は構築用の金属製専用材料・鉄骨・鉄筋・金属製セメント製
品製造用型枠の小売又は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・ケーブル・電子顕微鏡用電子発生器具・電子回路（電子計算機用プログラムを記憶さ
せた電子回路を除く。）・半導体ウエハ。プリント回路基板。金属基板・セラミックス製回路
基板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブル
クロス・紙製ブライン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
【30】乾パン，クラッカー，クッキー，ビスケット
【35】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，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，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，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，織
物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の
回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，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，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，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，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，楽器及びレ
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

42

43

44

商標（見本）

商標

くみたてランド

ち

種別

通常

通常

§ＵＳＡｎＡ＼ＨＥＡＬＴＨ ＳＣＩＥ
通常
ＮＣＥＳ

出願日

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－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

29,30

【29】乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，豆乳，豆腐，納豆，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，豆
【30】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，チーズを
加味したおかきに海苔を巻いた菓子、その他の菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅ
う，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，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，即席菓子のもと，食用
粉類

03,05,16,30,32

【03】せっけん類，歯磨き，顔用クレンザー，頭髪用化粧品，ハンドクリーム，化粧水，非薬
用スキンケア用化粧品，その他の化粧品，香料
【05】ビタミン剤，その他の薬剤，食物繊維を主原料とする棒状の加工食品，大豆を主原料
とする粉状・液状・錠剤状・棒状の加工食品，穀物を主原料とする粉状・液状・錠剤状・棒
状の加工食品，ミネラルを主原料とする栄養補助食品，プロテインを主原料とする栄養補
助食品，栄養補助食品，サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【16】雑誌，書籍，新聞，ワークブック，その他の印刷物，文房具類
【30】穀物の加工品，菓子，パン
【32】大豆たん白を使用してなる清涼飲料，大豆たん白を使用してなる果実飲料，その他
のアルコール分を含まない飲料
【03】せっけん類，歯磨き，顔用クレンザー，頭髪用化粧品，ハンドクリーム，化粧水，非薬
用スキンケア用化粧品，その他の化粧品，香料
【05】ビタミン剤，その他の薬剤，食物繊維を主原料とする棒状の加工食品，大豆を主原料
とする粉状・液状・錠剤状・棒状の加工食品，穀物を主原料とする粉状・液状・錠剤状・棒
状の加工食品，ミネラルを主原料とする栄養補助食品，プロテインを主原料とする栄養補
助食品，栄養補助食品，サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【16】雑誌，書籍，新聞，ワークブック，その他の印刷物，文房具類
【30】穀物の加工品，菓子，パン
【32】大豆たん白を使用してなる清涼飲料，大豆たん白を使用してなる果実飲料，その他
のアルコール分を含まない飲料
【35】広告業，広告に関する情報の提供，インターネットを利用した広告スペースの提供及
びこれに関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行及びこれに関する情報の提
供，ポイントカードの発行・管理及び清算並びにこれらに関する情報の提供，商品の販売
促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・蓄積・集計・管理及
び清算，商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・
蓄積・集計・管理及び清算に関する情報の提供，財務書類の作成及びこれに関する情報
の提供，職業のあっせん及びこれに関する情報の提供，競売の運営及びこれに関する情
報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行並びにこれらに関する情報の提供，新聞
の予約購読の取次ぎ及びこれに関する情報の提供，速記及びこれに関する情報の提供，
筆耕及びこれに関する情報の提供，書類の複製及びこれに関する情報の提供，文書又
は磁気テープのファイリング及びこれに関する情報の提供，インターネット・携帯電話を利
用した通信販売の注文・受付・配送に関する事務処理代行並びにこれらに関する情報の
提供，カタログを利用した通信販売の注文・受注・発注に関する事務処理の代行並びにこ
れらに関する情報の提供，通信販売に関する事務代行及びこれに関する情報の提供，商
品の受注・発注の事務代行及びこれに関する情報の提供，コンピュータのオンラインシス
テムによる商品の受注事務及びこれに関する情報の提供，コンピュータデータベースによ
るファイルの管理及びこれに関する情報の提供，顧客管理・商品の仕入・配送に関する事
務の代行並びにこれらに関する情報の提供，一般事務の代理又は代行並びにこれらに
関する情報の提供，コンピュータデータベースへの情報編集及びこれに関する情報の提
供，コンピュータデータベースへの情報の入力処理及びこれに関する情報の提供，コン
ピュータデータベースへの情報構築及びこれに関する情報の提供，データベースの構築
及びこれに関する情報の提供，コンピュータシステムの操作に関する運用管理及びこれ
に関する情報の提供，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用
機器の操作並びにこれらに関する情報の提供 建築物における来訪者の受付及び案内

2012/8/15 2012-066132 クラシエフーズ株式会社

2012/8/15 2012-066142 株式会社マルエツ

2012/8/15 2012-066151

ユサナ ヘルス サイエンシーズ イ
ンク

03,05,16,30,32

45

ｙｏｕｒ ｈｅａｌｔｈ．ｙｏｕｒ ｌｉｆｅ．ｙｏｕｒ
通常
ｗａｙ．

2012/8/15 2012-066152

ユサナ ヘルス サイエンシーズ イ
ンク

35

46

§ｅｘｃｉｔｅ

通常

指定商品・役務

30

2012/8/15 2012-066154 伊藤忠商事株式会社

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.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
05,07,21,25,30

47

§α

通常

2012/8/15 2012-066159

テトラ・ラヴァル・ホールディングス・ア
ンド・ファイナンス・ソシエテ・アノニム

05,29,30,33

48

ちゅらさん

通常:
標準

2012/8/15 2012-066167 沖縄ハム総合食品株式会社

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

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

指定商品・役務
【05】薬剤，食餌療法用及び獣医科用食品・飲料・薬剤，乳児用食品，包帯用膏薬及び包
帯，殺菌消毒剤，有害動物駆除剤，殺菌剤，除草剤，殺虫剤，医療用飼料添加物，搾乳
用ディッピング剤，搾乳用の乳首消毒剤・乳首軟化剤・乳房保護剤，動物用洗浄剤（薬剤
に属するものに限る。）
【07】機械器具，農業用器具（手動式のものを除く。），搾乳器及びその制御装置，搾乳器
用離脱装置，搾乳器用ミルク計量器，搾乳器用真空接続具及び継手，自動給餌器，家畜
用機械式給餌器，動物用搾乳及び乳量記録システム，吸引用ポンプ（機械），飼料圧縮
機，搾乳器用乳首カップ，搾乳器用ティートカップライナー，搾乳器用フレキシブルチュー
ブ，油圧機器及び吸引機器用フレキシブルチューブ，動物・若齢畜・その他の家畜のため
の餌の保存・準備・分配用の給餌機，搾乳用機械器具及び乳腺用洗浄機，肥料取扱器
具，充填用及び包装用機械器具，牧場における牛乳の冷蔵及び保存に関する清掃用及
び真空発生用機械，清掃用泡製造装置，吹込成形機，射出成形機，押出吹込成形機，押
出機，バルクフィリングマシーン，パッキングマシーン，ラッピングマシーン，パレットパッキ
ングマシーン，生鮮品用フィーダーホッパー（機械部品），プリフォームフィーダーマシー
ン，プリフォームオリエンテーションマシーン，プリフォーム射出プレス，ストッパー又は
キャップ製造機，ストッパー又はキャップ取り付け機，キャップ締め機，ストッパリングマ
シーン，瓶用シール機，シール機，印刷機，真空包装用機械器具，カートン成形機，ラベ
ル貼り機，切断装置，容器取扱機，容器の包装用機械器具特にパッケージ・ボトル及び容
器のバリア性及び気密性の向上用の包装用機械器具，バルブ（機械部品），低温殺菌装
置，チーズ製造機，チーズ用包装用機械器具，フライス盤，混合機，ミキサー，チーズ切り
機，スターリングアンドオシレーティングマシーン，チーズ用プレス機械，チーズこん包機，
チーズブロック成形機，チーズ用金型，酪農用機械器具，均質機，遠心分離機，分離器，
熱交換器（機械部品），食品及び液体分野における加工及び包装のためのポンプ及びバ
ルブ 鋳型（機械部品） 棒挿入器及び詰め込み器（機械部品） 飲料調整機 食品加工・
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【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，野菜・果実・魚介類・肉製品を主材料とするカプセル状・液状・
顆粒状・粒状・タブレット状・クリーム状・チュアブル状・ビスケット状・スティック状・ゲル状・
ブロック状・ゼリー状・板状・飴状・ペースト状・錠剤状又は粉末状の加工食品，野菜・果
実・魚介類・肉製品を主材料とする健康食品・健康補助食品，レトルトパウチされた野菜・
果実・魚介類・肉製品を主材とする惣菜
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅ
う，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，パ
スタソース，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン，食用粉類

12／25

今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.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

07,08,09,10,11,12,1 【07】家庭用電気洗濯機，家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気
6,17,21,28,30,35,41, 掃除機，起動器，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。），交流発電機，直流発電機，電気ミキサー，電機ブラシ
42
【08】電気かみそり及び電気バリカン

49

ドラクエ

通常:
標準

2012/8/15 2012-066171

株式会社スクウェア・エニックス・ホー
ルディングス

11,29,30,31

50

氷点下フルーツ

通常:
標準

2012/8/15 2012-066172 株式会社アビー

11,29,30,31

51

氷点下の食感

通常:
標準

2012/8/15 2012-066173 株式会社アビー

11,29,30,31

52

氷の食感

通常:
標準

2012/8/15 2012-066174 株式会社アビー

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

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

【09】業務用テレビゲーム機用ソフトウェア，業務用テレビゲーム機用プログラム，電気通
信機械器具，携帯電話用ストラップ，その他の電気通信機械器具の部品及び附属品，コ
ンピュータソフトウェア，コンピュータプログラム，コンピュータプログラムを記憶させた電子
回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジその他の記憶媒体，その他
の電子応用機械器具，電子応用機械器具の部品及び附属品，家庭用テレビゲームおも
ちゃ用ソフトウェア，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，家庭用テレビゲームおも
ちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジその
他の記憶媒体，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ソフトウェア，携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用プログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回
路・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジその他の記憶媒体，録音済みコンパクト
ディスクその他の録音済み記録媒体，ダウンロード可能な音楽（携帯電話用の着信音楽
を含む。），ダウンロード可能な音声（携帯電話用の着信音声を含む。），録画済みビデオ
ディスクその他の録画済み記録媒体，ダウンロード可能な画像，電子出版物
【10】家庭用電気マッサージ器
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類
【12】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。）
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，紙製旗，トレーディングカー
ド収集用アルバム，文房具類，トレーディングカード，絵はがき，楽譜，歌集，写真集，カレ
ンダー，ポスター，カタログ，パンフレット，業務用テレビゲーム及び業務用テレビゲームの
攻略情報に関する雑誌・マニュアル・書籍，コンピュータゲーム及びコンピュータゲームの
攻略情報に関する雑誌・マニュアル・書籍，家庭用テレビゲーム及び家庭用テレビゲーム
の攻略情報に関する雑誌・マニュアル・書籍 携帯用液晶画面ゲーム及び携帯用液晶画
【11】急速凍結庫，冷凍保管庫，その他の冷凍機械器具，業務用の食品解凍庫，業務用
の食品解凍庫の部品及び付属品，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，
熱交換器，暖冷房装置，業務用加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消
毒器，家庭用電熱用品類，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，加工野菜及び加
工果実，冷凍果実，冷凍野菜，乳製品
【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，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
【31】食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜，糖料作物，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，種子類
【11】急速凍結庫，冷凍保管庫，その他の冷凍機械器具，業務用の食品解凍庫，業務用
の食品解凍庫の部品及び付属品，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，
熱交換器，暖冷房装置，業務用加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消
毒器，家庭用電熱用品類，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，加工野菜及び加
工果実，冷凍果実，冷凍野菜，乳製品
【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，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
【31】食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜，糖料作物，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，種子類
【11】急速凍結庫，冷凍保管庫，その他の冷凍機械器具，業務用の食品解凍庫，業務用
の食品解凍庫の部品及び付属品，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，
熱交換器，暖冷房装置，業務用加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消
毒器，家庭用電熱用品類，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，加工野菜及び加
工果実，冷凍果実，冷凍野菜，乳製品
【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，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
【31】食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜，糖料作物，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，種子類
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
30,43

53

ＬａＬａＰｒｉｍｏ

通常:
標準

2012/8/15 2012-066241 株式会社ドリーム・ラボ

26,27,28,31,34,35

54

§萬（キッコウ）

55

四季の川

56

願い星叶い星

57

図形商標

58

三木都

59

ラーメンゴロウ

防護

通常:
標準
通常:
標準

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/8/16 2012-066252 キッコーマン株式会社

2012/8/16 2012-066282 山崎製パン株式会社
2012/8/16 2012-066285 山盛 美智子

30
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，穀物の加工品

30

【30】菓子，パン，穀物の加工品

30,43

【30】ラーメン用のスープ，ラーメン用の粉末状又は液状のたれ，ラーメン用乾めん，ラーメ
ン用生めん，ラーメン風味の菓子及びパン，調理済みのラーメン
【43】ラーメンを主とする飲食物の提供
【01】工業用食肉軟化剤，化学品
【30】アイスクリーム用凝固剤，ホイップクリーム用安定剤，ソーセージ用結着剤，食品香
料（精油のものを除く。），人用の食品香料（精油のものを除く。），調味料，ソース，サラダ
用ドレッシング，人用の食品用調味料，マリネ用調味液，グレービーソース，香辛料，人用
の食品用スパイス，穀物の加工品，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，食用粉類，バッターミックス，食品を製造する過程で材料として使用するブレッディン
グミックス，パン入りのスタッフィングミックス，肉用グレーズ，添加物として使用される非栄
養性小麦粉・イーストフード・香味料，ドッグフード用・家畜飼料用の調味料，ドッグフード

2012/8/16 2012-066314 大塚 真毅

2012/8/16 2012-066315 大塚 真毅
2012/8/16 2012-066323 株式会社ユウシン

01,30
60

ＦＯＯＤ ＢＥＹＯＮＤ ＢＯＵＮＤ 通常:
ＡＲＩＥＳ
標準

指定商品・役務
【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，茶，コーヒー，ココア，穀物の加
工品，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，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，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，うま味調味料，香辛料，コーヒー
豆，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
【43】飲食物の提供，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（介護を伴うものを除く。），会議室の貸与，展示施設
の貸与，家庭用電気トースターの貸与，家庭用電子レンジの貸与，家庭用ホットプレート
の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用食器洗浄
機の貸与，加熱器の貸与，食器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与
【26】漁網製作用杼，メリヤス機械用編針，電気式ヘアカーラー，針類，被服用はとめ，
テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，組みひも，編み棒，裁縫箱，
裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱，腕止め，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，つけ
あごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを
除く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具，人毛
【27】洗い場用マット，畳類，敷物，壁掛け（織物製のものを除く。），人工芝，体操用マット，
壁紙
【28】スキーワックス，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，昆虫採集用具
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），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，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆
栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
種繭，種卵，漆の実，未加工のコルク，やしの葉
【34】たばこ，喫煙用具，マッチ
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成
又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は
代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイ
リング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイプライター・テレックス
又はこれらに準ずる事務用機器の操作 建築物における来訪者の受付及び案内 広告用
【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

2012/8/16 2012-066343

※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。

グリフィス・ラボラトリーズ・インターナ
ショナル・インコーポレイテッド

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：30A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
29,30,32

61

ときめきカフェ

通常:
標準

2012/8/16 2012-066348 日本ルナ株式会社
30

62

あまざけ生活

通常

2012/8/16 2012-066365 キング醸造株式会社

05,29,30,31,32,33,3
5,39,40,43,44

63

§▲しょう▼子島＼Ｚｈａｎｇｚｉ Ｉ
通常
ｓｌａｎｄ

ダリアン チャンチーダオ フィッシャ
2012/8/16 2012-066371 リー グループ カンパニー リミテッ
ド

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

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

指定商品・役務
【29】乳製品，食肉，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，食用たんぱく
【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，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
【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
【30】甘酒を加味したアイスクリーム用凝固剤，甘酒を加味した家庭用食肉軟化剤，甘酒
を加味したホイップクリーム用安定剤，甘酒，甘酒のもと，甘酒を加味したシャーベット，甘
酒を加味したぷりん，甘酒を加味したキャンデー，その他の甘酒を加味した菓子及びパ
ン，甘酒を加味したサンドイッチ，甘酒を加味した中華まんじゅう，甘酒を加味したハン
バーガー，甘酒を加味したピザ，甘酒を加味したホットドッグ，甘酒を加味したミートパイ，
甘酒を加味した調味料，甘酒を加味したアイスクリームのもと，甘酒を加味したシャーベッ
トのもと，甘酒を加味した即席菓子のもと，甘酒を加味した食用グルテン，甘酒を加味した
食用粉類
【05】たら肝油，食物繊維，薬草，穀類の処理工程における副産物（食餌用又は医療用の
もの），食餌療法用食品・飲料・薬剤，乳児用食品，獣医科用薬剤，有害動物駆除剤，外
科用包帯
【29】食肉，なまこ（生きているものを除く。），甲殻類，魚の加工品，魚（生きているものを
除く。），キャビア，魚の缶詰，加熱調理をした野菜，乳製品
【30】コーヒー，茶，砂糖，はちみつ，砂糖菓子，穀物調整品，チップス（穀物製品），アイス
クリーム，調味料及び香辛料，食用でんぷん
【31】なまこ（生きているものに限る。），甲殻類及び貝類（生きているものに限る。），動物
（生きているものに限る。），果実，野菜，食用又は飼料用の野草，家畜用飼料，飼料用魚
粉，釣り用生き餌
【32】ビール，果実エキス（アルコール分を含まないもの），飲料用野菜ジュース，果実飲
料，アルコール分を含まない飲料，果実飲料（アルコール分を含まないもの），果肉飲料
（アルコール分を含まないもの），飲料製造用調製品
【33】果実のエキス（アルコール分を含むもの），蒸留酒，消化促進酒（リキュール及びスピ
リッツ），ブランデー，ぶどう酒，日本酒，アルコールエキス（ビール用のものを除く。），ウイ
スキー，果実入りアルコール飲料，カクテル
【35】広告，事業の管理に関する助言，商業又は広告のための商品見本市の企画・運営，
他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理，輸出入に関する事務の代理
又は代行，販売促進のための企画及び実行の代理，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，人事管理に関する指導及び助言，コンピュータデータベースへの
情報構築，経理事務の代行
【39】貨物の輸送，貨物のこん包，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，海上輸送，
自動車による輸送，航空機による輸送，駐車場の提供，物品の保管，メッセージ又は小荷
物の速配，旅行の手配
【40】織物の処理，紙の仕上げ加工，食品のくん製，食品の冷凍加工，と殺，洋服の仕立
て，危険物の除去，浄水処理，美術品用額縁の加工，食品及び飲料の保存加工
【43】ホテルその他の宿泊施設のあっせん ホテルにおける宿泊施設の提供 バーにおけ
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
30,35,43

64

図形商標

通常

2012/8/16 2012-066374 株式会社コメダ

35

65

§コメダ珈琲店

通常

2012/8/16 2012-066375 株式会社コメダ

30
66

ひとくちかりんとう

通常

2012/8/17 2012-066486 株式会社三幸

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

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

指定商品・役務
【30】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
【35】広告，トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント式蓄積カード・割引付き特典カード
の発行・管理及び精算，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，市場調
査又は分析の結果についての情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，商品の売
買契約の媒介又は取次ぎ，消費者の評価情報の整理及びこれらに関する情報の提供，
エタノー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，漂白剤の
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，油凝固剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，業務用電動氷削器及びその部品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，スプー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，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，温度計の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，プラスチック製包装用袋の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，業務用食品包装フィルムの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，コーヒー抽出用ペーパーフィルタの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製タオルの小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブルナプキ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，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，かば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，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 プラスチック製包装容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【35】広告，トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント式蓄積カード・割引付き特典カード
の発行・管理及び精算，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，市場調
査又は分析の結果についての情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，商品の売
買契約の媒介又は取次ぎ，消費者の評価情報の整理及びこれらに関する情報の提供，
エタノー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，漂白剤の
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，油凝固剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，業務用電動氷削器及びその部品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，スプー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，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，温度計の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，プラスチック製包装用袋の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，業務用食品包装フィルムの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，コーヒー抽出用ペーパーフィルタの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製タオルの小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブルナプキ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，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，かば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，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，プラスチック製包装容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，ビニール製調理作業用手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，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 メニュ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
【30】かりんとう
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

67

68

69

商標（見本）

商標

ふんわりきなこ

Ｂｏｎｂｏｎｒｉｂｂｏｎ

Ｂｏｎｂｏｎｒｉｂｂｏｎ

種別

通常

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

指定商品・役務
【30】きなこを使用した菓子

30

【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

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，キャラクター商品の販売に関する企画，キャラク
ター商品の製造事業の企画，キャラクター商品の販売に関する情報の提供，コンピュータ
による会員の顧客管理，統計的情報の提供，インターネットウエブサイトにおけるショッピ
ングモールを介した商品の広告，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の売買契約の媒介，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の販売に関する情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商
品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行
【30】菓子及びパン

30

【30】菓子及びパン

30

【30】チョコレート，チョコレート入りのパン，チョコレート入り中華まんじゅう，菓子，パン，サ
ンドイッチ，調理用チョコレートソース，チョコレートを加味したドレッシング，コーヒー及びコ
コア，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，チョ
コレートを加味したアイスクリームのもと，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，チョコレートを練りこんだ穀物の加工品，即席菓子のもと，即席チョコレート菓

2012/8/17 2012-066487 株式会社三幸

2012/8/17 2012-066522 株式会社サンリオ

2012/8/17 2012-066526 株式会社サンリオ

70

松華堂

通常

2012/8/17 2012-066536 合資会社松華堂菓子舗

71

松かげ

通常:
標準

2012/8/17 2012-066537 合資会社松華堂菓子舗

大人のレスベラチョコ

通常:
標準

72

区分
30

2012/8/17 2012-066539 株式会社ＴＡＣ２１

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
30

73

ミルリン

通常:
標準

2012/8/17 2012-066581 森永乳業株式会社

74

れん乳ファーム

通常:
標準

2012/8/17 2012-066586 森永乳業株式会社

75

§ＰＯＰＣＯＲＮ∞ＡＭＥＲＩＣＡＮ
通常
ＴＡＳＴＥ＼６６

76

銀座五大フィナンシェポテト

77

銀座五大いちごショコラ

78

妙高はね馬

79

80

81

82

ジャパンエクスプレス

￠Ｔｅ ｐｕｒｏ＼テ・プロ

￠ＢＬＥ Ｄ’ＯＲ ＨＩＲＯ

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常:
標準

通常

通常

§ＢＲ＼Ｂａｃｋｅｒｅｉ ＆ Ｋｏｎｄｉｔ
通常
ｏｒｅｉ＼ＢＬＥ Ｄ’ＯＲ ＨＩＲＯ

指定商品・役務

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，ソフトクリームのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペース
ト，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，ヨーグルト種菌，ケフィールの種
菌，家庭用乳酸菌菌体，食品及び飲料製造用乳酸菌スターター，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
【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，ソフトクリームのも
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，
ベーキングパウダー，即席菓子のもと
【30】ポップコーン

30

【30】さつまいもを加味してなるフィナンシェ

30

【30】いちごとチョコレートを加味してなる菓子及びパン

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，調味料，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ

16,28,30,39

30

【16】文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【28】おもちゃ，人形，トランプ，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，花札，
マージャン用具
【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，弁当，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，ラビオリ，コーヒー，ココア，穀物の加
工品
【39】鉄道による輸送，主催旅行の企画又は実施，企画旅行の実施，旅行者の案内，旅行
に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，インターネット又は電
子計算機端末を利用した旅行に関する情報の提供（宿泊に関するものを除く。），ファクシ
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン

30

【30】パン，サンドイッチ，ピザ，パイ，ラスク

30

【30】パン，サンドイッチ，ピザ，パイ，ラスク

30

2012/8/17 2012-066589 ポップフーズ株式会社

2012/8/17 2012-066591 株式会社ハタダ
2012/8/17 2012-066592 株式会社ハタダ
2012/8/17 2012-066600 妙高笹ヶ峯観光株式会社

2012/8/17 2012-066601 西日本旅客鉄道株式会社

2012/8/17 2012-066632 株式会社つぼ市製茶本舗

2012/8/17 2012-066635 株式会社マツヤショッピングモール

2012/8/17 2012-066636 株式会社マツヤショッピングモール

※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）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

83

84

85

86

87

商標（見本）

商標

§ＢＲ

味かるた

種別

通常

通常

ＭＯＵＮＴＤＥＣＯ＼マウントデコ 通常

ＭＯＵＮＴＢＯＣＯ＼マウントボコ 通常

のぼうの城

分割:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【30】パン，サンドイッチ，ピザ，パイ，ラスク

30

【30】菓子

30

【30】バームクーヘン

30

【30】バームクーヘン

09,14,16,30

【09】携帯電話機用ストラップ，携帯電話機用ホルダー，携帯電話機の部品及び附属品，
携帯電話機用スクリーンクリーナー付きストラップ，ヘッドフォン，イヤホン，携帯電話機の
表示画面に貼って使用するのぞき見防止用フィルム，電気通信機械器具，コンパクトディ
スクケース，パソコン用マウスパッド，ＵＳＢメモリ，電子計算機用プログラム，電子応用機
械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用プロ
グラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，コンピューターゲーム用プログラ
ム，ダウンロード可能な携帯電話用のゲームプログラム，ダウンロード可能なゲームプロ
グラム
【14】キーホルダー用ストラップ，キーホルダー，チャーム，ピンバッジ，ネックレス，身飾
品，目覚まし時計，卓上時計，時計，貴金属製ティッシュペーパー箱カバー
【16】下敷き，しおり，便せん，封筒，文房具類，定期刊行物，紙袋，紙製包装容器，紙製ラ
ンチョンマット，紙製又は厚紙製のコースター，クリアファイル，デスクマット，筆記具保持用
リストバンド，書類用ホルダー，カード用ホルダー，写真立て，衛生手ふき，紙製タオル，
紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供
【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，保育

2012/8/17 2012-066637 株式会社マツヤショッピングモール

2012/8/17 2012-066646 ぼんち株式会社

2012/8/17 2012-066657 有限会社リッチフィールド

2012/8/17 2012-066658 有限会社リッチフィールド

2012/8/17 2012-066683 株式会社ＴＢＳテレビ

35,43
88

はいからっと横丁

通常:
標準

指定商品・役務

30

2012/8/17 2012-066684 泉陽興業株式会社

※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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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

89

つきと星

90

磯良樹

91

菓子祭

92

93

御菓子香梅

§ＭＮＣＢＢ

種別

通常

通常:
標準
通常:
標準

通常

通常

出願日

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，食品香料（精油のものを除く。），茶，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，酒かす

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

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

35

【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，輸出入に関する事
務の代理又は代行，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの
情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，クッション・座布団・まくら・マットレス・ブラ
ンケットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝
具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，身飾品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，衣服用き章（貴金属製のものを除く。）・衣服用バッジ
（貴金属製のものを除く。）・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン（貴金属
製のものを除く。）・ワッペン・腕章の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，頭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，化粧用具（「電気式歯ブラシ」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，傘の小売又は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，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，木製小
物入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷
凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅ
う，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，パ
スタソース，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン，食用粉類
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），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，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆
栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。）
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

2012/8/17 2012-066691 米屋株式会社

2012/8/17 2012-066711 株式会社トクスイコーポレーション
2012/8/17 2012-066766 株式会社グレープストーン

2012/8/17 2012-066853 御菓司香梅有限会社

2012/8/17 2012-066865 株式会社丸一

29,30,31,32,33,35

94

土佐の活き生き問屋

通常:
標準

指定商品・役務

30

2012/8/18 2012-066871 株式会社弘田

※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）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
30,43

95

魚魚丸

通常:
標準

2012/8/18 2012-066874 新美 文二

29,30,35,43
96

俺のイタリアン

通常

2012/8/13 2012-068395 ＶＡＬＵＥ ＣＲＥＡＴＥ株式会社

29,30,35,43
97

俺のフレンチ

通常

2012/8/13 2012-068396 ＶＡＬＵＥ ＣＲＥＡＴＥ株式会社

28,35,41

98

生活筋力向上

通常

2012/8/14 2012-068851 シンコースポーツ株式会社

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

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

指定商品・役務
【30】茶，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，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，べんとう用すし，米，脱穀済
みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【43】宿泊施設の提供，飲食物の提供，動物の宿泊施設の提供，高齢者用入所施設の提
供（介護を伴うものを除く。），会議室の貸与，展示施設の貸与，業務用加熱調理機械器
具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理
【29】食用油脂，乳製品，食用魚介類（生きているものを除く。），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，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，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，ドレッシン
グ，食塩，香辛料，穀物の加工品，ラビオリ，パスタソース
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報
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
【43】飲食物の提供
【29】食用油脂，乳製品，食用魚介類（生きているものを除く。），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，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，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，ドレッシン
グ，食塩，香辛料，穀物の加工品，ラビオリ，パスタソース
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報
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
【43】飲食物の提供
【28】遊園地用機械器具，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（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。），球技用具，ドッジ
ボール用具，テニス用具，卓球用具，バドミントン用具，ゴルフ用具，ゲートボール用具，
スカッシュ用具，スキー用具，スケート用具（「スケート靴」を含む。），弓道用具，剣道用
具，体操用具，新体操用具，トレーニング用具，運動用固定式自転車及びそのローラーエ
キスパンダー，浮輪，サポーター，水泳用浮き板，すべり台，縄跳び用の縄，バトントワリ
ング用バトン，ぶらんこ
【35】広告業，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，畳類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及
び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・
清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍の制作，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，教育・文化・娯
楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作
における演出，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映
画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自転車競走の興
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.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
28,35,41

99

生活機能向上

通常

2012/8/14 2012-068852 シンコースポーツ株式会社

30,41
100

101

102

103

ＧＩＦＴ ＰＡＩＮ＼ギフトパン

通常

ＰＡＩＮ ＢＯＵＴＩＱＵＥ＼パン ブ
通常
ティック

いちごようかん

アイラブネ

通常

通常

指定商品・役務
【28】遊園地用機械器具，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（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。），球技用具，ドッジ
ボール用具，テニス用具，卓球用具，バドミントン用具，ゴルフ用具，ゲートボール用具，
スカッシュ用具，スキー用具，スケート用具（「スケート靴」を含む。），弓道用具，剣道用
具，体操用具，新体操用具，トレーニング用具，運動用固定式自転車及びそのローラーエ
キスパンダー，浮輪，サポーター，水泳用浮き板，すべり台，縄跳び用の縄，バトントワリ
ング用バトン，ぶらんこ
【35】広告業，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，畳類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及
び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・
清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍の制作，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，教育・文化・娯
楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作
における演出，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映
画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自転車競走の興
【30】菓子及びパン
【41】製パン・製菓又は料理に関する知識の教授

2012/8/15 2012-069227 米山 都子

30

【30】菓子及びパン

30

【30】いちごを主材料とする羊羹

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，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，ぶとう糖，粉末あめ，水あめ，穀物
の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ

2012/8/15 2012-069228 米山 都子

2012/8/14 2012-069236 今田 律子

2012/8/14 2012-069240 マルハ物産株式会社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

104

105

商標（見本）

商標

アイラブネ

ＭＯＮＯＣＯ

種別

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，ウースターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょ
うゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のた
れ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶとう糖，粉末あめ，水あめ，穀物
の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ

35

【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産
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，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，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産
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，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，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，サンドイッチ，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，焼き菓子，ドーナツ
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【35】経営の診断又は経営に関する助言，商品の販売に関する情報の提供
【43】飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供

2012/8/14 2012-069243 マルハ物産株式会社

2012/8/17 2012-069917 フラッタースケープ株式会社

35

106

｛Ｍ｝

通常

ＶＥＧＥＤＯ

通常:
標準

2012/8/17 2012-069918 フラッタースケープ株式会社

30,32,35,43
107

2012/8/17 2012-069929 株式会社フォルト

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

指定商品・役務

30
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

108

商標（見本）

商標

種別

なしりん＼ナシリン＼Ｎａｓｈｉｒｉｎ 通常

109

なしべえ＼ナシベエ＼Ｎａｓｈｉｂｅ
通常
ｅ

110

伊万里みどり

111

112

113

§ぷちぽち

けやきの街

けやきある街

114

石垣酥＼イシガキス

115

不老長寿薬

116

若返り薬

117

愛の賞味期限

通常:
標準

通常

通常

通常

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

28,30,31

【28】おもちゃ，人形
【30】菓子及びパン，穀物の加工品
【31】野菜，果実

28,30,31

【28】おもちゃ，人形
【30】菓子及びパン，穀物の加工品
【31】野菜，果実

30
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，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，コーヒー豆，穀物の加工品，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【30】菓子，パン

30

【30】菓子及びパン

30

【30】菓子及びパン

30

【30】菓子

30

【30】菓子及びパン

30

【30】菓子及びパン

30

【30】菓子及びパン

2012/8/16 2012-069953 白岡町商工会

2012/8/16 2012-069954 白岡町商工会

2012/8/16 2012-069972 山口製茶園株式会社

2012/8/16 2012-069975 ラミデュパン株式会社

2012/8/18 2012-070349 株式会社宮城野

2012/8/18 2012-070350 株式会社宮城野

2012/8/17 2012-070359 新垣 旬子

2012/8/16 2012-070368 有限会社松崎製菓
2012/8/16 2012-070369 有限会社松崎製菓
2012/8/16 2012-070370 有限会社松崎製菓

※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）2012.08.12～2012.08.18.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
05,29,30,32

118

健食屋

119

ごまっ穀

120

錦の絆

121

水澄み舞

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

30
30

【30】菓子，かりんとう

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，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，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
【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（「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。），寒天，加工野菜及び加工果実，納豆，加工
卵，カレー・シチュー又はスープのもと，レトルトパウチされたカレー，ふりかけ，なめ物，
豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，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，パイ，中華まんじゅう，食酢，酢の素，調味料，香辛料，アイスクリームのも
と，シャーベットのもと，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，弁当，こうじ，酵母，即
席菓子のもと，パスタソース，酒かす，米，食用グルテン，食用粉類，酢・もろみを主原料と
する粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・カプセル状の加工食品
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【29】Meat, fish, poultry and game; meat extracts; frozen, preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats; foodstuffs made from extruded potato products; potato crisps, potato sticks, raisins,
hazelnut, peanut and cashew nut kernels, pistachio nut kernels and almonds, dried,
roasted, salted and/or spiced; dried fruit.
【30】Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago coffee substitutes; flour and
preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacles;
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice; cookies,
cakes, chocolate, chocolate goods, pralines, sugar confectionery, sweets, marzipan;
extruded wheat, rice and maize products for food, puffed corn.
【29】食肉，魚，家禽肉及び食用鳥獣肉，肉エキス，冷凍処理・保存処理・乾燥処理をした
及び調理済みの果実及び野菜，ゼリー，ジャム，コンポート，卵，ミルク及び乳製品，食用
油脂，押出成形したじゃがいも製品からなる食品，調理用ポテトチップ，調理用ポテトス
ティック，干しぶどう，ヘーゼルナッツ，ピーナッツ及びカシューナッツの実，ピスタチオナッ
ツの実及びアーモンド（乾燥処理をした・炒った・塩で味付けした及び／又は香辛料を加え
たもの），乾燥果実
【29】Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and
fats.
【29】食肉，魚，家禽肉及び食用鳥獣肉，肉エキス，保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調
理をした果実及び野菜，ゼリー，ジャム，コンポート，卵，ミルク及び乳製品，食用油脂

2012/8/17 2012-070371 ミリオン株式会社

2012/8/17 2012-070381 株式会社旭食品
2012/8/16 2012-070385 山田 悦司
2012/8/17 2012-070390

有限会社三隅町農業支援センター
みらい

29,30,32,43
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桷志田＼ＫＡＫＵＩＤＡ

通常

2012/8/16 2012-070396 福山黒酢株式会社

29,30
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ＰｉＣＫ ＵＰ！

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-359367 Ｂａｈｌｓｅｎ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

29
124

ＳＰＡＬＭＡＲＥＬＬＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/17 2012-359510 Ｆｏｒｍａｇｇｉ ｄ’Ｉｔａｌｉａ Ｓ．ｒ．ｌ．

※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】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
【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
【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，食品粉類
【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，ビール製造用ホップ
【30】菓子及びパン，米，脱穀済みの大麦，食用粉類

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）2012.08.12～2012.08.18.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
29,40,44

125

マド
Ｍａｋｉｎｇ Ｙｏｕｒ Ｗｏｒｌｄ＼Ｓｔｒｏ プロ:
通常:
ｎｇｅｒ
標準

2012/8/14 2012-359589 Ｓｗｉｆｔ Ｂｒａｎｄｓ Ｃｏｍｐａｎｙ

06,11,35,42

126

§ＪＯＴＵＬ＼ＧＲＯＵＰ

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-360900 Ｊoｔｕｌ ＡＳ

30
127

マド
ＧＩＯＲＧＩＯ ＵＮＩＱＵＥＬＹ ＣＲ
プロ:
ＡＦＴＥＤ＼ＡＲＴＩＳＡＮ ＢＡＫＥ
通常:
ＲＹ ＰＲＯＤＵＣＴＳ
標準

2012/8/15 2012-361005 Ｇｉｏｒｇｉｆｒｅｄ Ｃｏｍｐａｎｙ

09,35,38,41,42

128

マド
ＩＢＭ ＳＯＣＩＡＬ ＳＥＮＴＩＭＥＮＴ プロ:
通常:
ＩＮＤＥＸ
標準

2012/8/16 2012-361114

※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。

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍａｃｈｉｎ
ｅｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
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指定商品・役務
【29】Fresh, frozen, ground, precooked, seasoned, dried, marinated, packaged, preserved
and/or processed beef, pork, poultry and lamb; meat cuts and meat organs, beef, pork,
poultry and lamb offal, sausages; meat extracts; animal oils and fats for food.
【40】Meat processing services.
【44】Agricultural services, namely agricultural advice, livestock management advice,
feedlot management advice, animal husbandry advice, animal breeding advice, animal
husbandry; cattle care, namely feeding of cattle for others.
【29】生鮮な・冷凍の・粗挽きの・調理済みの・味付けした・乾燥処理済みの・マリネにした・
包装済みの・保存処理済みの及び／又は加工済みの牛肉・豚肉・家禽肉及び子羊の肉，
肉の切り身及び食肉用内蔵，牛肉，豚肉，家禽肉及び子羊の臓物，ソーセージ，肉エキ
ス，食用の動物性油脂
【40】食肉の加工
【44】農業に係るサービス、すなわち農業に関する助言，家畜の管理に関する助言，肥育
場の管理に関する助言，畜産に関する助言，動物の繁殖に関する助言，畜産，家畜の世
【06】Chimneys of metal; chimney shafts of metal; furnace fireguards.
【11】Wood burning ovens; furnaces, other than for laboratory use; fireplaces, domestic;
flues (chimney); dampers (heating); apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
【35】Advertising, business management; business administration; office functions, importexport agencies; updating of advertising material; presentation of goods on
communication media, for retail purposes.
【42】Industrial design; engineering; design of interior decor; consultancy in the field of
energy-saving; creating and maintaining web sites for others; provision of scientific
information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; architectural
consultation; scientific and technological services and research and design relating
thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer
hardware and software.
【06】金属製煙突，金属製煙突筒，炉用囲い金網
【30】Bakery desserts; bakery products; dough wrapped food products consisting of a
dough-based wrapper with fillings consisting primarily of meats, poultry, seafood, eggs,
fruits, vegetables or cheese; prepared sandwiches
【30】焼き菓子のデザート，ベーカリー製品，食肉・家禽肉・魚介類・卵・果実・野菜又は
チーズから主になる詰め物が入った生地を主原料とするラッパーからなる生地で巻いた食
品，加工済みのサンドイッチ

【09】Computer programs (software) used for accessing information on a global computer
network; computer programs (software) used for locating, searching for and receiving
text, electronic documents, graphics and audiovisual information on internal computer
networks at company level and on local and wide-area global computer networks;
computer programs (software) for data extraction, natural language processing and real
time analysis of social network content, including text messaging services, instant
messaging services, online posts on blogs, text, Internet links (Web links) and images on
the Internet and on other communication networks; computer programs (software) for
data analysis and the presentation of results; computer programs (software) for the
opinion polling through social network channels; computer programs (software) for
providing Web-based access to applications and services via an operating system
interface on the Web or Internet portal; computer programs (software) for the use of the

