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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

商標（見本）

1

2

商標

天の観音水

ぴったりレシピ

種別

通常

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

32

【32】鉱泉水

29,30,35,41,43

【29】食用油脂，乳製品，冷凍野菜，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ
【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，パスタソース，食用粉類
【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，コンピュータデータベースへの情報編集，新聞記
事情報の提供，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，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
【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，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。），運
動施設の提供，娯楽施設の提供，図書の貸与，放送番組の制作
【43】飲食物の提供，飲食店・飲食店で提供される料理内容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，料理のレシピに関する情報の提供，イ
ンターネットによる飲食物のレシピに関する情報の提供 インターネットによる料理のレシ
【29】食用油脂，乳製品，冷凍野菜，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ
【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，パスタソース，食用粉類
【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，コンピュータデータベースへの情報編集，新聞記
事情報の提供，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，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
【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，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。），運
動施設の提供，娯楽施設の提供，図書の貸与，放送番組の制作
【43】飲食物の提供，飲食店・飲食店で提供される料理内容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，料理のレシピに関する情報の提供，イ
ンターネットによる飲食物のレシピに関する情報の提供 インターネットによる料理のレシ
【32】鉱泉水，飲料水，その他の清涼飲料，果実飲料，ビール，ビール製造用ホップエキ
ス，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

2012/8/20 2012-066889 塚田 禮子

2012/8/20 2012-066898 味の素株式会社

29,30,35,41,43

3

ぴたレピ

通常:
標準

2012/8/20 2012-066899 味の素株式会社

4

キュートボトル

通常:
標準

2012/8/20 2012-066935 株式会社ナック

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

32
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

11,32,35,37,39,40,4 【11】家庭用電気式浄水器，家庭用電気式冷温水供給器，電解水生成器，家庭用電気式
温水器，家庭浴槽用電気式温水浄化器，その他の家庭用電熱用品類，業務用電気式冷
2,43,45

5

らくらく宅配水

通常:
標準

2012/8/20 2012-066936 株式会社ナック

32,33,35

6

§習酒

通常

コイチョウ モウタイ ディスティラリー
2012/8/20 2012-066973 （グループ） シー チウ カンパニー
リミテッド

7

ラプランタ

通常:
標準

2012/8/20 2012-067049 日清ヨーク株式会社

8

9

ＲＥＳＨＡＰＥ＼リシェイプ

ＲＥＭＡＩＮＴＥ＼リメンテ

通常

通常

29,32

温水供給器，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，業務
用浄水器，その他の浄水装置，太陽熱利用温水器，水道用栓，タンク用水位制御弁，パ
イプライン用栓，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー
【32】鉱泉水，飲料水，その他の清涼飲料，果実飲料，ビール，ビール製造用ホップエキ
ス，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【35】飲料水事業の経営の診断又は経営に関する助言，その他の経営の診断又は経営に
関する助言，飲料水・家庭用浄水器・浄水装置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，商品の売買契約の代理・取次・媒介，市場調査，ホテル
の事業の管理，商品の売買契約に関する事務処理代行，文書又は磁気テープのファイリ
ング，広告，トレーディングスタンプの発行，輸出入に関する事務の代理又は代行，求人
情報の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供
【37】給湯器の設置工事，家庭用浄水器の設置工事，浄水装置の設置工事，建設工事，
建築工事に関する助言，業務用電気式冷温水供給器の修理又は保守，家庭用電気式冷
温水供給器の修理又は保守，家庭用電気式浄水器の修理又は保守，民生用電気機械器
具の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，給湯器の修理又は保守，食料加工用又
は飲料加工用の機械器具の修理又は保守
【39】水の輸送に用いる容器の貸与，荷役機械器具の貸与，水の供給，温水の供給，水
の供給に関する情報の提供，温水の供給に関する情報の提供，物品の配達，車両による
輸送，寄託を受けた物品の倉庫における保管，倉庫の提供，自動車の運転の代行，自動
車の貸与
【40】使用済み飲料水用容器の回収及び再生処理，浄水装置の貸与，浄水処理，委託を
受けて行う飲料水としてのミネラルウォーターの浄水処理・消毒・殺菌処理・製造及び加
工，その他の食料品の加工，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与，業務用浄
水器の貸与，家庭用浄水器（電気式のものを除く。）の貸与
【42】飲料水供給装置の衛生管理に関する検査・指導及び認証 飲料水の水質の検査
【32】ビール，果実エキス（アルコール分を含まないもの），果実飲料，飲料水，アルコール
分を含まない飲料，アペリティフ（アルコール分を含まないもの），カクテル（アルコール分
を含まないもの），シードル（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），アペリティフ（ビールを除く。），りんご酒，
消化促進酒（リキュール及びスピリッツ），ぶどう酒，リキュール，スピリッツ（飲料），アル
コール飲料（ビールを除く。），米を原料とする酒，アラック酒
【35】広告，商業又は広告のための展示会の企画・運営，商業又は広告のための商品見
本市の企画・運営，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，人材募集，新聞
の予約購読の取次ぎ，自動販売機の貸与
【29】乳製品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

05,30,32

【05】薬剤
【30】コーヒー及びココア，茶，穀物の加工品，菓子及びパン，即席菓子のもと
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

05,30,32

【05】薬剤，穀物より抽出したミネラル類・ビタミン類・アミノ酸類・糖類・タンパク質類を主成
分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・ペースト状・液体状の加工食品
【30】コーヒー及びココア，茶，穀物の加工品，菓子及びパン，即席菓子のもと
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012/8/20 2012-067057 株式会社明治

2012/8/20 2012-067058 株式会社明治

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

10

11

商標（見本）

商標

種別

Ｌａｂ．ＳＥＲＩＥＳ＼ラボシリーズ 通常

ハングル（図）

12

太陽の酵素

13

酵水素ダイエット

14

酵水素

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

【05】穀物より抽出したミネラル類・ビタミン類・アミノ酸類・糖類・タンパク質類を主成分とす
る粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・ペースト状・液体状の加工食品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

32

【32】炭酸水，ビール，アルコール分を含まない飲料，シードル（アルコール分を含まないも
の），果実飲料（アルコール分を含まないもの），ビール製造用ホップエキス，レモネード，
リキュール製造用調製品，ミネラルウォーター，スムージー，ソーダ水，飲料用シロップ，
飲料用野菜ジュース，飲料水

05,32

【05】薬剤，乳児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児飲料，
乳幼児用食品，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，防虫紙
【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，植物発酵エキスを含有してなる清涼飲料，植物発酵エキスを含有してなる果実
飲料，植物発酵エキスを含有してなる飲料用野菜ジュース，植物発酵エキスを含有してな
【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，薬
剤
【32】清涼飲料
果実飲料 飲料用野菜ジ
ス 乳清飲料
【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，薬

2012/8/20 2012-067059 株式会社明治

2012/8/20 2012-067122

ロッテ・チルソン・ビバレッジ カンパ
ニー・リミテッド

2012/8/20 2012-067126 株式会社ネットプライス ドットコム

2012/8/20 2012-067149 モバイルフロンティア株式会社
2012/8/20 2012-067150 モバイルフロンティア株式会社

05,32
05,32
03,05,29,30,32

15

スミノエバイオテック

通常:
標準

2012/8/20 2012-067217 住江織物株式会社

35
16

健康∞ＳＡＩＳＥＩ

通常

指定商品・役務

05,32

2012/8/20 2012-067244 有限会社沖縄長生薬草本社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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剤
【32】清涼飲料
果実飲料 飲料用野菜ジ
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料

ス 乳清飲料

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），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。），食物繊維を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状又はタブ
レット状の加工食品，野菜を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状又はタ
ブレット状の加工食品，植物エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉
状又はタブレット状の加工食品，果実を主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・
粉状又はタブレット状の加工食品
【29】食用油脂，乳製品，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，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，食用たんぱく，食用野菜エキス，野菜又は野菜エ
キス入り加工水産物，野菜又は野菜エキス入り肉製品
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中
華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，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，即席
菓子のもと，パスタソース，食用グルテン，食用粉類
【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，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，サプリメントの小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

17

ＶｉＶｉ Ｐａｎｄａ

分割

2012/8/20 2012-067246

チャイナナウ アソシエイツ リミテッ
ド

35

18

§ＴＩＧＥＲ＼タイガー魔法瓶

通常

2012/8/21 2012-067255 タイガー魔法瓶株式会社

19

オレンジフラボノイド

通常:
標準

2012/8/21 2012-067292 小川香料株式会社

32,33

指定商品・役務
【35】広告，広告物のレイアウト，広告文の作成，商業又は広告のための展示会の企画・
運営，広告についてのコンサルティング及びこれに関する情報の提供，事業の管理及び
運営，経営の診断又は経営に関する助言，事業及び市場の調査，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，商品の販売に関する情報の提供，統計の編集，
コンピューターデータベースへの情報編集，フランチャイズの事業管理に関する指導及び
助言，フランチャイズの事業管理に関するコンサルティング，事業に関するコンサルティン
グ及び情報の提供，事業に関する指導及び助言並びに情報の提供，経理事務の代行，
洗濯漂白剤・つや出し剤・シャンプー・ボディーシャンプー・ボディーソープ・発汗防止用
せっけん・洗顔せっけん・洗浄剤（製造工程用及び医療用のものを除く。）・その他のせっ
けん類・歯磨き・化粧品・顔用パウダー・その他のおしろい・ハンドローション・モイスチャー
ローション・フェイスローション・スキンモイスチャライザー・モイスチャーハンドクリーム・顔
用のモイスチャーマスク・その他の化粧水・ハンドクリーム・モイスチャークリーム・フェイス
クリーム・クレンジングクリーム・ファウンデーションクリーム・アイクリーム・その他のクリー
ム・口紅・その他の紅・髪の手入れ用化粧品・ヘアーコンディショナー・染毛剤・パーマネン
ト用液・びん付け油・ヘアークリーム・頭髪用ローション・その他の頭髪用化粧品・香水類・
皮膚の角質除去用化粧品・タルカムパウダー・ネイルカラー・ネイルケア用化粧品・ネイル
エナメル・ネイル硬化用化粧品・ネイル強化用化粧品・キューティクル用コンディショナー・
キューティクル用クリーム・脱毛剤・ワックス状脱毛剤・身体用防臭剤・クリーム状又は液
状発汗防止用化粧品・マスカラ・リップグロス・リップペンシル・リップライナーペンシル・アイ
ライナー・アイシャドウ・その他の化粧品・日焼け止め用化粧品・日焼けローション・日焼け
の後の手入れ用化粧品・しわ用の化粧品・エッセンシャルオイル・その他の香料類（薫料
を除く）及び研磨剤（研磨用補助液及び歯科用のものを除く。）の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供 科学研究用の理化学機械器具・学校教育用
【35】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，飲食料品の小売又は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，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，食料加工用又は飲料加工用の機械器具及びその部品
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，金属製栓・金属製
ふた・ゴム製栓・ゴム製ふた・コルク製栓・プラスチック製栓・プラスチック製ふた・木製栓・
木製ふた・ガラス製栓及びガラス製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に
【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
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03,09,12,14,16,18,2
0,24,25,32,33,35,39, 【09】携帯電話機用ストラップ，スマートフォン用カバー，その他の電気通信機械器具，電
子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具，電子書籍，電子雑誌，その他の電
41,42,45
子出版物，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

20

ｓｅｖｅｎ ｎｅｔ

通常

2012/8/21 2012-067417 セブンネット株式会社

※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/

済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，コンパクトディスク，その他のレ
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，ガラス製
プリズム（望遠鏡類），眼鏡ケース，眼鏡ふき，サングラス，その他の眼鏡
【12】宣伝カー，その他の自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びに
それらの部品及び附属品，乳母車
【14】時計，キーホルダー，身飾品，記念カップ，記念たて
【16】紙類，文房具類，書籍，雑誌，新聞，その他の印刷物，書画，写真，写真立て，事務
用電動式レターオープナー，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，プ
ラスチック製包装用袋，家庭用食品包装フィルム，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
【18】ショッピングバッグ，その他のかばん類，袋物，愛玩動物用被服類，携帯用化粧道具
入れ，傘，ステッキ，つえ
【20】アドバルーン，クッション，座布団，まくら，マットレス，旗ざお，うちわ，扇子，家具，屋
内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，日よけ，風鈴，つい立て，びょうぶ
【24】布製身の回り品，ふきん，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），横断幕，懸垂幕，織
物（「畳べり地」を除く。），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
【25】ティーシャツ，洋服，スカーフ，手袋，ネクタイ，バンダナ，マフラー，帽子，その他の被
服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物
【32】ミネラルウォーター，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲
料，ビール，ビール製造用ホップエキス
【33】焼酎，清酒，その他の日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【35】広告業，商品の販売促進及び役務の提供促進のためのイベントの企画・運営又は開
催 プロモーションビデオの企画及び制作 メール配信による広告 広告用のぼりの作
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

21

22

23

24

25

26

商標（見本）

商標

ＱＵＩＣＫＬＹ＼クイックリー

ＦＲＥＳＨＬＩＥ＼フレッシュリー

タイムリー＼ＴＩＭＥＬＹ

ＳＰＥＥＤＹ＼スピーディ

ＩＮＮＯＣＥＮＣＥ＼ＣＬＥＡＲ

濃熟ＥＴＧエキス

種別

通常

通常

通常

通常

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

03,05,32

【03】口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つや出し剤
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），衛生マスク，歯科用材料，サプリメント，食餌療法
用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

03,05,32

【03】口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つや出し剤
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），衛生マスク，歯科用材料，サプリメント，食餌療法
用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

2012/8/21 2012-067508 株式会社明治

2012/8/21 2012-067509 株式会社明治

2012/8/21 2012-067510 株式会社明治

2012/8/21 2012-067511 株式会社明治

2012/8/21 2012-067537 サンスター株式会社

2012/8/21 2012-067538 サンスター株式会社

※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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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

27

ご覧下され候

通常:
標準

2012/8/21 2012-067570 株式会社千鳥屋宗家

35

28

売り申さず候

通常:
標準

2012/8/21 2012-067571 株式会社千鳥屋宗家

32
29

八女広川お薬師さんのくすりみ
通常
ず

2012/8/21 2012-067652 中野 信治

29,30,32,33,43

30

Ｈａｐｐｙ Ｊｕｉｃｅ

通常:
標準

指定商品・役務
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，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，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，おもちゃ・人形及
【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，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，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，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，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，おもちゃ・人形及
【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

2012/8/22 2012-067703

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

株式会社サンエー・インターナショナ
ル

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

【29】乳製品，肉製品，加工水産物，肉を主材とした惣菜，魚介類を主材とした惣菜，海藻
類を主材とした惣菜，加工野菜及び加工果実，野菜を主材とした惣菜，果実を主材とした
惣菜，豆を主材とした惣菜，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，豆腐を主材とした
惣菜，納豆，加工卵，卵を主材とした惣菜，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，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，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
清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

31

§ＦＭ∞Ｌｏｖｅ Ｎｉｐｐｏｎ∞藤巻
通常
百貨店

2012/8/22 2012-067726 株式会社ザッパラス

30,32
32

§毎日∞濃い味

通常

2012/8/22 2012-067756 日本酪農協同株式会社

33

ＨＩＮＴ ＦＩＺＺ

通常:
標準

2012/8/22 2012-067759 ヒント・インコーポレーテッド

32

指定商品・役務
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食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，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，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務にお
【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，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，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
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

【32】発泡性の清涼飲料，発泡性の果実飲料，発泡性の飲料用野菜ジュース

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
0,32,35,43

34

図形商標

通常

2012/8/22 2012-067855

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

株式会社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】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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

35

リビング平塚・大磯・二宮

通常

2012/8/22 2012-067883 株式会社サンケイリビング新聞社

35

36

リビング名古屋中央

通常

2012/8/22 2012-067885 株式会社サンケイリビング新聞社

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

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

指定商品・役務
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

37

リビング名北かすがい・こまき

通常

2012/8/22 2012-067887 株式会社サンケイリビング新聞社

35

38

リビング京都西南

通常

2012/8/22 2012-067889 株式会社サンケイリビング新聞社

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

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

指定商品・役務
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

39

リビング京都東南

通常

2012/8/22 2012-067891 株式会社サンケイリビング新聞社

35

40

リビング福岡中央

通常

2012/8/22 2012-067893 株式会社サンケイリビング新聞社

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

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

指定商品・役務
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

リビング福岡南

通常

2012/8/22 2012-067895 株式会社サンケイリビング新聞社

35

42

リビング国分・隼人

通常

2012/8/22 2012-067897 株式会社サンケイリビング新聞社

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

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

指定商品・役務
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

43

リビング北摂西

通常

2012/8/22 2012-067899 株式会社サンケイリビング新聞社

35

44

リビング北摂中央

通常

2012/8/22 2012-067901 株式会社サンケイリビング新聞社

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

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

指定商品・役務
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

45

リビング北摂東

通常

2012/8/22 2012-067905 株式会社サンケイリビング新聞社

35

46

リビング京阪

通常

2012/8/22 2012-067907 株式会社サンケイリビング新聞社

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

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

指定商品・役務
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

47

リビング南大阪

通常

2012/8/22 2012-067909 株式会社サンケイリビング新聞社

35

48

リビング阪神東

通常

2012/8/22 2012-067911 株式会社サンケイリビング新聞社

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

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

指定商品・役務
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

49

リビング阪神北

通常

2012/8/22 2012-067913 株式会社サンケイリビング新聞社

35

50

リビング阪神中央

通常

2012/8/22 2012-067915 株式会社サンケイリビング新聞社

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

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

指定商品・役務
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

51

リビング神戸明石

通常

2012/8/22 2012-067917 株式会社サンケイリビング新聞社

52

フルボウォーター

通常:
標準

2012/8/22 2012-067980 井津上 典洋

03,32

指定商品・役務
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【03】化粧品
【32】飲料水その他の清涼飲料

03,09,14,18,20,24,2 【03】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
5,26,35

53

ｍｉｋｏａ＼ＬＯＷＲＹＳ ＦＡＲＭ

通常

2012/8/22 2012-068081 株式会社ポイント

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

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

【09】測定機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，レコー
ド，インターネットを利用して受信し、及び保存する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
【14】宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念
たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，皮革
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，
うちわ，扇子，郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），買物かご，手鏡，家具，懐中
鏡，鏡袋
【24】織物，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛
布，織物製テーブルナプキン，ふきん，織物製トイレットシートカバー，織物製椅子カバー，
織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【26】電気式ヘアカーラー，被服用はとめ，テープ，リボン，房類，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
【35】広告業，商品の売買契約の媒介，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又
は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，競売の運営，輸出入に
関する事務の代理又は代行，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

54

Ｋｙｏｅｉ Ｆｏｏｄ Ｇａｒｄｅｎ

通常:
標準

2012/8/22 2012-068092 株式会社キョーエイ

35

55

Ｋｙｏｅｉ Ｃｕｔｅ

通常:
標準

2012/8/22 2012-068093 株式会社キョーエイ

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

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

指定商品・役務
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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・
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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・
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

56

すきとく市

通常:
標準

2012/8/22 2012-068094 株式会社キョーエイ

35

57

はっぴぃエコプラザ

通常:
標準

2012/8/22 2012-068095 株式会社キョーエイ

35
58

イチョウ葉＼プラス∞はちの子 通常

59

京あわせ

通常:
標準

2012/8/22 2012-068114 良福株式会社

2012/8/23 2012-068121 日本たばこ産業株式会社

※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。

30,32

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

指定商品・役務
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，自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・
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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・
【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，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，サプリメントの小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，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
【30】茶
【32】清涼飲料水，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

60

61

62

63

商標（見本）

商標

ＩＮＣＡ ＲＥＤ

種別

通常

ビューティシェイプ＼ＢＥＡＵＴＹ
通常
ＳＨＡＰＥ

世界のＫｉｔｃｈｅｎから∞ソルティ
通常
＼ライチ

Ｋ－Ａ．ＳＴＡＲ ＭＤ

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【31】トマト，果実，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，飼料
【32】ビール，清涼飲料，豆乳飲料，トマトジュース，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清
飲料

05,32

【05】サプリメント，薬剤，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮変質剤，乳幼児用粉乳，乳幼児
用飲料，乳幼児用食品
【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

32

【32】塩を加味したライチ入りビール，塩を加味したライチ入り清涼飲料，塩を加味したライ
チ入り果実飲料，塩を加味したライチ入り飲料用野菜ジュース，塩を加味したライチ入り
ビール製造用ホップエキス，塩を加味したライチ入り乳清飲料

35

【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，輸出入に関する
事務の代理又は代行，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，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，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，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，帽子の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，家庭用美容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，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，携帯電話のストラップの
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，携帯電話機用のケー
ス又はカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，携帯
電話及びその付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，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，録音済み
のＣＤ及び録画済みのＤＶＤの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，食器の小売又は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
製の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，陶器製
の置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，看板の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，タオル及びハンカチの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 整髪料の小売又は卸売の
【32】ミネラルウォーター
【43】飲料水ディスペンサーの貸与

2012/8/23 2012-068126 キッコーマン株式会社

2012/8/23 2012-068203 株式会社アテニア

2012/8/23 2012-068241 キリンビバレッジ株式会社

2012/8/23 2012-068285 ピーアイユー合同会社

32,43
64

§Ｎａｔｕｒａｌ Ｗａｔｅｒ

通常

指定商品・役務

31,32

2012/8/23 2012-068301 ナチュラルウォーター株式会社

※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/
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,03,04,06,07,0 【01】工業用化学品，チタン酸カリウム，チタン酸カルシウム，チタン酸アルカリ金属，チタ
9,11,12,17,19,20,22, ン酸アルカリ土類金属，チタン酸アルカリ金属塩，チタン酸アルカリ土類金属塩，チタン酸
31,35,36,37,39,40,4 カリウム粉末，チタン酸カルシウム粉末，チタン酸アルカリ金属粉末，チタン酸アルカリ土
類金属粉末，チタン酸アルカリ金属塩粉末，チタン酸アルカリ土類金属塩粉末，チタン酸
1,42,43,44,45
アルカリ金属塩とチタン酸アルカリ土類金属塩の複合化合物（化学品に属するものに限

65

§Ｆｏｒ Ｅａｒｔｈ，Ｆｏｒ Ｌｉｆｅ＼Ｋｕ
通常
ｂｏｔａ

2012/8/23 2012-068360 株式会社クボタ

35,36

66

§Ｈ２Ｏサンタ

通常

2012/8/23 2012-068368

エイチ・ツー・オー リテイリング株式
会社

30,35
67

ｕｎ∞Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ ｕｎ

通常

2012/8/23 2012-068369 株式会社阪急ベーカリー

68

フレッシュ水素

通常:
標準

2012/8/23 2012-068376 株式会社協和

※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。

03,32

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

る。），チタン酸アルカリ土類金属塩とその他の化学品の複合化合物（化学品に属するも
のに限る。），チタン酸アルカリ金属塩とチタン酸アルカリ土類金属塩とその他の化学品の
複合化合物（化学品に属するものに限る。），非晶質複合チタン酸アルカリ金属化合物（化
学品に属するものに限る。），非晶質複合チタン酸アルカリ土類金属化合物（化学品に属
するものに限る。），植物栽培用酵素剤，その他農業用・園芸用酵素剤，その他の化学
品，土壌改良剤，植物成長調整剤類，培養土，肥料，非鉄金属，非金属鉱物
【02】防錆剤，防錆油，防錆グリース
【03】機械用洗浄剤
【04】固形潤滑剤，燃料，潤滑グリース，潤滑油，その他の工業用油
【06】ダクタイル鋳鉄管，鋳鉄管，水素製造用反応管（金属製），石油化学工業用熱分解炉
の鋳鋼製反応管，その他の工業用炉用の反応管，プラント用金属製反応管，金属製反応
管，金属製チューブ，鉄管，鋼管，鋳鋼管，鋳鋼，鉄及び鋼，金属管，金属製管，金属製
異形管，炭化水素製造用金属製熱分解管，パイプライン用金属製パイプ，非鉄金属及び
その合金，金属製分岐管，金属製の排水管，金属製の水道管，金属製の集合管，その他
の建築用又は構築用の金属製専用材料，熱膨張性部材を用いた防火・防炎・防煙用の
建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当た
るものを除く。），送水管用金属製バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，管用金属製
筒形継手，管用金属製エルボー，ポンプ用の金属製パッキン，汚水処理用金属製薬液貯
留槽，汚水処理用金属製工業用水槽，金属製工業用水槽，汚水処理用金属製液体貯留
槽，廃棄物焼却炉用金属製液体貯留槽，金属製液体貯留槽
【07】圧延用ロール エンジン発電機付き溶接機 その他の金属加工機械器具 鉱山機械
【35】社会貢献活動を支援するための広告，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，貯
金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【36】募金，慈善のための募金，募金に関する情報の提供，ボランティア活動に関する指
導・助言，ボランティア活動の企画・運営，ボランティア活動に関する情報の提供
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，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
【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

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【32】飲料水，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
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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
29,30,32,33,35

69

プレミアムＧ

通常

2012/8/23 2012-068383 株式会社さとう

29,30,32,33,35

70

￠Ｇ－Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

通常

2012/8/23 2012-068385 株式会社さとう

29,30,32,33,35

71

￠Ｇ－Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

通常

2012/8/23 2012-068386 株式会社さとう

※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】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，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，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，アーモンドペースト，
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，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，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【32】ビール，清涼飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，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，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
【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，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，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，アーモンドペースト，
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，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，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【32】ビール，清涼飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，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，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
【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，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，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，アーモンドペースト，
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，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，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【32】ビール，清涼飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，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，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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
29,32,43

72

ごまはち

通常

2012/8/24 2012-068530 阿部紘也

30,35
73

日本エアポートデリカ株式会社
＼Ｊａｐａｎ Ａｉｒｐｏｒｔ Ｄｅｌｉｃａ Ｉｎ 通常
ｃ．

2012/8/24 2012-068538 日本エアポートデリカ株式会社

30,35

74

§ＪＡＤ＼Ｊａｐａｎ Ａｉｒｐｏｒｔ Ｄｅｌ
通常
ｉｃａ

2012/8/24 2012-068539 日本エアポートデリカ株式会社

35

75

§ＲＳ

通常

2012/8/24 2012-068567 株式会社リステアホールディングス

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

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

指定商品・役務
【29】油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，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，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープ
のもと，豆
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供，動物の宿泊施設の提供，会議室の貸与，展示施
設の貸与，加熱器の貸与，食器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与
【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
【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，お弁
当の開発に関する企画及び立案，商品の販売促進の企画又は運営，広告業，経営の診
断又は経営に関する助言，ビジネスコンサルティング，市場調査又は分析，商品の販売に
関する情報の提供

【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
【35】食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産
物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売
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
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，水泳着及び被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ポーチ・か
ばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身
の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，携帯電話機用ケー
ス又はカバー及び電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，サーフィン用ウェットスーツ・サーフボード及び運道具の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，時計・サングラス及び眼鏡の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身飾品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，デッキチェア及びベンチの小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，絵画又は版画の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき及び紙
製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製包
装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチッ
ク製包装用袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動
利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン及び洗
い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，タオル
用ディスペンサー・紙タオル取り出し用金属製箱及びせっけん用ディスペンサーの小売又
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

76

§ＲＥＳＴＩＲ＼ＳＵＲＦ ＳＩＤＥ

通常

2012/8/24 2012-068568 株式会社リステアホールディングス

35

77

２２１＼ＲＥＳＴＩＲ

通常

2012/8/24 2012-068569 株式会社リステアホールディングス

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

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

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，水泳着及び被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ポーチ・か
ばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身
の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，携帯電話機用ケー
ス又はカバー及び電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，サーフィン用ウェットスーツ・サーフボード及び運道具の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，時計・サングラス及び眼鏡の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身飾品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，デッキチェア及びベンチの小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，絵画又は版画の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき及び紙
製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製包
装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチッ
ク製包装用袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動
利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン及び洗
い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，タオル
用ディスペンサー・紙タオル取り出し用金属製箱及びせっけん用ディスペンサーの小売又
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，水泳着及び被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ポーチ・か
ばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身
の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，携帯電話機用ケー
ス又はカバー及び電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，サーフィン用ウェットスーツ・サーフボード及び運道具の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，時計・サングラス及び眼鏡の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身飾品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，デッキチェア及びベンチの小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，絵画又は版画の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき及び紙
製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製包
装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチッ
ク製包装用袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動
利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン及び洗
い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，タオル
用ディスペンサー・紙タオル取り出し用金属製箱及びせっけん用ディスペンサーの小売又
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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
0

78

奄美振興市場

通常:
標準

2012/8/24 2012-068570 日本マルコデータ株式会社

09,14,16,24,25,28,2
9,30,32,35,38,41,42

79

ボカステ

通常:
標準

2012/8/24 2012-068611 株式会社ｍｍｂｉ

32

シージェイ チェイルジェダン コーポ
レーション

80

Ｆａｔ Ｂａｌａｎｃｅ

通常

2012/8/24 2012-068646

81

ＲＵＮＡ

通常:
標準

2012/8/24 2012-068647 ルナ， エルエルシー

05,30,32

29,31,32,35
82

美貯金

通常:
標準

2012/8/24 2012-068678 キューサイ株式会社

※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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【30】茶，コーヒー，ココア，穀物の加工品
【31】海藻類，野菜，糖料作物，果実，食用魚介類（生きているものに限る。）
【32】果実飲料，飲料用野菜ジュース
【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，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，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
【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解
槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック装置，駐車場用硬貨作
動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，スプリンク
ラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信
号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器
具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，太陽電池，電池，
電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその
部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科学用人工衛星，消防車，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事故防護用手袋，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－Ｒ
ＯＭ，運動用保護ヘルメット，ウエイトベルト，エアタンク，レギュレーター，メトロノーム，電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インター
ネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，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，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，電子出版物
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カッ
プ，記念たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【16】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
【32】清涼飲料，果実飲料（アルコール分を含まないもの），アルコール分を含まない飲料，
飲料製造用調製品，飲料用果実粉末，飲料用野菜ジュース，飲料水，ビール，シロップ，
炭酸水，炭酸水製造用調製品，アーモンド飲料，アロエ飲料（アルコール分を含まないも
の），アペリティフ（アルコール分を含まないもの），ビール製造用麦芽汁，シードル（アル
コール分を含まないもの），カクテル（アルコール分を含まないもの），発泡性飲料用錠剤，
発泡性飲料用粉末，飲料製造用エッセンス，果実のエキス（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），ジンジャーエール，ジンジャービール（清
涼飲料），未発酵のぶどう液，はちみつを主原料とする清涼飲料（アルコール分を含まな
いもの），ビール製造用ホップエキス，アイソトニック飲料，クヴァス（ノンアルコール飲料），
レモネード，リキュール製造用調製品，リチア水，麦芽ビール，麦芽汁，ピーナッツミルク飲
料（ノンアルコール飲料），ミネラルウォーター，ミネラルウォーター製造用調製品，ぶどう
液，アーモンドシロップ，サルサパリラ（ノンアルコール飲料），セルツァ炭酸水，シャーベッ
【05】サプリメント，栄養補助食品
【30】茶，茶飲料，アルコール飲料，本類に属するその他の飲料
【32】サプリメントを含有するエネルギー飲料，清涼飲料及び炭酸飲料，果実飲料，本類に
属するその他の飲料
【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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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
28,30,32,35

83

タカラトミーマーケティング

通常:
標準

2012/8/24 2012-068704 株式会社タカラトミー

84

ＦＷＴ

通常:
標準

2012/8/24 2012-068725 株式会社ヘルスマネイジメント

85

発酵水

通常:
標準

2012/8/24 2012-068726 株式会社ヘルスマネイジメント

03,11,32
03,11,32
30,32

86

重（マル）∞まるしげ＼カラダに
通常
＼旨い酢

2012/8/24 2012-068740

株式会社まるしげフーズライフ
有限会社重久盛一酢醸造場

05,30,32
87

こしあわせ

通常:
標準

2012/8/24 2012-068743 株式会社ファンケル

05,30,32
88

コシズバ

通常:
標準

2012/8/24 2012-068745 株式会社ファンケル

05,30,32
89

コシウェル

通常:
標準

2012/8/24 2012-068746 株式会社ファンケル

05,30,32
90

コシラックス

通常:
標準

2012/8/24 2012-068747 株式会社ファンケル

※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。

指定商品・役務
【28】遊園地用機械器具，業務用テレビゲーム機，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，
ストラップ付きのマスコット人形，キーチェーン付きのマスコット人形，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，昆虫採集用具
【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，穀物の加工品，コーヒー，
ココア，茶，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，ラビオリ，弁当
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール，ビール製造用ホップ
エキス
【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，菓子
及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料
及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工
食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器
具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【03】化粧水，その他の化粧品，香料，せっけん類
【11】家庭用浄水器，浄水装置，飲料水用ろ過器
【32】飲料水
【03】化粧水，その他の化粧品，香料，せっけん類
【11】家庭用浄水器，浄水装置，飲料水用ろ過器
【32】飲料水
【30】食酢，食酢を加味してなる調味料
【32】酢を加味してなる清涼飲料，酢を加味してなる果実飲料，酢を加味してなる飲料用野
菜ジュース，酢を加味してなる乳清飲料
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【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
【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
【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
【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
【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
【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
【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
【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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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
05,30,32

91

コシレガード

通常:
標準

2012/8/24 2012-068748 株式会社ファンケル

05,30,32
92

こしゆるり

通常:
標準

2012/8/24 2012-068749 株式会社ファンケル

16,35

93

大人ザテレビジョン

通常:
標準

2012/8/24 2012-068781 株式会社角川マガジンズ

35

94

健美遊

通常

2012/8/24 2012-068829 株式会社アイ・テック

※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
【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
【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
【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
【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
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，
文房具類，建築模型，雑誌，新聞，ムック，ゲームの攻略本，双書，書籍，絵はがき，楽
譜，歌集，カタログ，カレンダー，時刻表，地図，日記帳，ニューズレター，パンフレット，ト
レーディングカード，出版物，その他の印刷物，書画，写真，写真立て
【35】雑誌又はムックによる広告，新聞による広告，フリーペーパーによる広告，インター
ネットによる広告，電子メールによる広告，雑誌・ムック・新聞及びフリーペーパーに同封さ
れる付録形式の広告冊子の制作，雑誌・ムック・新聞及びフリーペーパーにおける広告記
事の制作，商品の販売促進活動又は役務の提供の促進活動のための広告媒体の制作，
その他の広告業，広告業に関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，トレーディ
ングスタンプの発行に関する情報の提供，通信ネットワーク上でのアンケート調査，通信
ネットワーク上でのアンケート調査に関する情報の提供，経営の診断又は経営に関する
助言，経営の診断又は経営に関する助言に関する情報の提供，経営の管理，経営の管
理に関する情報の提供，市場調査又は分析，市場調査又は分析に関する情報の提供，
録音又は録画済み記録媒体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，事業の運営及び管理，事業の運営及び管理に関する情報の提供，ホテル
の事業の管理，ホテルの事業の管理に関する情報の提供，商品の通信販売の取次ぎ，
商品の通信販売の取次ぎに関する情報の提供，商品の販売促進活動又は役務の提供の
促進活動のための企画・運営又は実行の代理，商品の販売促進活動又は役務の提供の
促進活動のための企画・運営又は実行の代理に関する情報の提供，職業の適性検査の
実施，職業の適性検査の実施に関する情報の提供，財務書類の作成，財務書類の作成
に関する情報の提供，タレント及びモデルのあっせん，その他の職業のあっせん，職業の
あっせんに関する情報の提供，通信を用いて行う競売の運営，その他の競売の運営，競
売の運営に関する情報の提供，一般事務処理の代行，一般事務処理の代行に関する情
報の提供，文書又は磁気テープのファイリング，文書又は磁気テープのファイリングに関
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
【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，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，電気機械器具類の小売又は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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

95

美肌ラボ

通常

2012/8/24 2012-068830 株式会社アイ・テック

01,03,05,29,30,32

96

ＰｅｐｔｉＦｉｎｅ

通常:
標準

2012/8/24 2012-068880 キユーピー株式会社

35,43

97

§ガッツ！カレー

通常

2012/8/24 2012-068900 汐井 達郎

29,30,35
98

ＭＩＥ ＵＲＥＳＨＩＮＯ∞嬉野とう
ふ＼ＮＯＳＥ

通常

2012/8/20 2012-070863 有限会社野瀬商店

99

宮みそ

通常:
標準

2012/8/20 2012-070867 青源味噌株式会社

※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。

29,30

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

指定商品・役務
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，電気機械器具類の小売又は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
【01】ペプチド，その他の化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植
物成長調整剤類，肥料，高級脂肪酸，人工甘味料，工業用粉類
【03】つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造
軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，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，乳幼児用粉乳，ペプチドを主成分とする粉状・液状・粒状・カ
プセル状・ゼリー状又はタブレット状の加工食品，食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又
はタブレット状の加工食品，ヒアルロン酸を主成分とする粉状・液状・粒状・カプセル状・ゼ
リー状又はタブレット状の加工食品，植物ステロールを主成分とする粉状・液状・粒状・カ
プセル状又はタブレット状の加工食品，その他のサプリメント，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，乳幼児の離乳育児用菓子，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，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，食用卵白ペプチド，食用アルブミンペプチド，その他の食用たんぱく
【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，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
【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，調味料の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，香辛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，飲食料品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，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，調理済みカレーライ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，カレーのもと・カレールー・即席カレー・調理済みのカ
レ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，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
【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，加熱器の貸与，食器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸
【29】油揚げ，がんもどき，豆乳，豆腐，納豆，大豆，がんもどき，大豆を使用した天ぷら
【30】きな粉，きなこを用いたキャンデー，大豆を含有するプリン，大豆を含有するまんじゅ
う，味噌
【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，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

【29】味噌汁，即席みそ汁，味噌漬け
【30】味噌
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

100

101

102

103

104

105

商標（見本）

商標

種別

日田＼ほのか∞ＨＩＴＡ－ｈｏｎｏ
通常
ｃａ

§富士∞ほのか∞ＦＵＪＩ－ｈｏｎ
通常
ｏｃａ

京＼ほのか∞ＫＹＯ－ｈｏｎｏｃａ 通常

§ネイフィール ウォーター＼Ｎ
通常
ａｆｅｅｌ Ｗａｔｅｒ

モンテ リフトリセメル＼Ｍｏｎｔｅｒ
通常
Ｌｉｆｔ Ｒｅｓｅｍｅｌ

§ドロロン＼えん魔くん

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

32

【32】ミネラルウォーター

32

【32】ミネラルウォーター

32

【32】ミネラルウォーター

32,35

【32】ミネラルウォーター
【35】ミネラルウォーターの通信販売および小売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供

32

【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

32

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

2012/8/20 2012-070875 久本木材株式会社

2012/8/20 2012-070876 久本木材株式会社

2012/8/20 2012-070877 久本木材株式会社

2012/8/20 2012-070878 久本木材株式会社

2012/8/20 2012-070892 株式会社リード

2012/8/22 2012-071267 ダイナミック企画株式会社

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,03,05,29,30,32

106

ヒアロコラーゲン

通常:
標準

2012/8/21 2012-071309 株式会社エル・エスコーポレーション

35
107

シェフのおすすめマルシェ

通常

108

「ごちそう」は地下にある。∞バ
通常
スチカ

109

パーフェクトフコイダン

110

蓼科の＼たてしな∞天然水＼
ナチュラルミネラルウォーター

通常:
標準

通常

指定商品・役務
【01】コラーゲンを含有する化学品，コラーゲンとヒアルロン酸を含有する化学品，コラーゲ
ンを含有するのり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く），コラーゲンとヒアルロン
酸を含有するのり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く），コラーゲンを含有する肥
料，コラーゲンとヒアルロン酸を含有する肥料，コラーゲンを含有する高級脂肪酸，コラー
ゲンとヒアルロン酸を含有する高級脂肪酸，コラーゲンを含有する人工甘味料，コラーゲ
ンとヒアルロン酸を含有する人工甘味料，コラーゲンを含有する工業用粉類，コラーゲンと
ヒアルロン酸を含有する工業用粉類，コラーゲンを含有するパルプ，コラーゲンとヒアルロ
ン酸を含有するパルプ
【03】コラーゲンを含有する口臭用消臭剤，コラーゲンとヒアルロン酸を含有する口臭用消
臭剤，コラーゲンを含有する動物用防臭剤，コラーゲンとヒアルロン酸を含有する動物用
防臭剤，コラーゲンを含有するせっけん類，コラーゲンとヒアルロン酸を含有するせっけん
類，コラーゲンを含有する歯磨き，コラーゲンとヒアルロン酸を含有する歯磨き，コラーゲン
を含有する化粧品，コラーゲンとヒアルロン酸を含有する化粧品，コラーゲンを含有する香
料，コラーゲンとヒアルロン酸を含有する香料，コラーゲンを含有する薫料，コラーゲンとヒ
アルロン酸を含有する薫料，コラーゲンを含有するつけづめ，コラーゲンとヒアルロン酸を
含有するつけづめ，コラーゲンを含有するつけまつ毛，コラーゲンとヒアルロン酸を含有す
るつけまつ毛
【05】コラーゲンを含有する薬剤，コラーゲンとヒアルロン酸を含有する薬剤，コラーゲンを
含有する医療用油紙，コラーゲンとヒアルロン酸を含有する医療用油紙，コラーゲンを含
有する衛生マスク，コラーゲンとヒアルロン酸を含有する衛生マスク，コラーゲンを含有す
るオブラート，コラーゲンとヒアルロン酸を含有するオブラート，コラーゲンを含有するガー
ゼ，コラーゲンとヒアルロン酸を含有するガーゼ，コラーゲンを含有するカプセル，コラーゲ
ンとヒアルロン酸を含有するカプセル，コラーゲンを含有する眼帯，コラーゲンとヒアルロン
酸を含有する眼帯 コラーゲンを含有する耳帯 コラーゲンとヒアルロン酸を含有する耳
【35】飲食飲料の小売

2012/8/23 2012-071635 株式会社スローライフ

35

【35】広告，商品の販売に関する情報の提供，事業の管理又は運営，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

32

【32】フコイダンを含有する清涼飲料，フコイダンを含有する果実飲料，フコイダンを含有す
る飲料用野菜ジュース，フコイダンを含有する乳清飲料

32

【32】蓼科周辺で採水したナチュラルミネラルウォーター

32

【32】蓼科周辺で採水したナチュラルミネラルウォーター

35

【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，求人
情報の提供，新聞記事情報の提供

2012/8/21 2012-071641 南国中央町ビル株式会社

2012/8/22 2012-071661 堀尾 理恵

2012/8/24 2012-072014 アスモインターナショナル株式会社

111

§蓼科の＼たてしな＼おいしい
水＼ナチュラルミネラルウォー 通常
ター

2012/8/24 2012-072015 アスモインターナショナル株式会社

112

日本フランチャイズコンサルタン 通常:
ト協会
標準

2012/8/24 2012-072016 株式会社アクアネット

※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。
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03,05,32

113

ＳＡＳＵＮＡ

通常:
標準

2012/8/24 2012-072034 株式会社エル・エスコーポレーション

32
114

§ＴＯＫＹＯＷＡＳＡＢＩ 東京和さ
び トウキョウワサビ＼ＴＯＫＹＯ
通常
ＷＡＳＡＢＩ＼東京 和さび＼トウ
キョウ ワサビ

2012/8/23 2012-072041 有限会社三角屋水産

35
115

知産志食＼ち さん し しょく

通常

2012/8/24 2012-072388 小樽商工会議所

116

活里エーエイチシーシーアル
ファ

通常:
標準

2012/8/24 2012-072438 株式会社活里

05,32
29,30,31

117

マド
Ｆａｍｉｌｉｅ＼Ｗｅｉｎ＼Ｄｉｅ Ｇｅｎｕｓ
プロ:
ｓｍａｎｕｆａｋｔｕｒ
通常

2012/8/24 2012-358179

Ｈｅｒｍａｎｎ Ｗｅｉｎ ＧｍｂＨ ＆ Ｃ
ｏ． ＫＧ

32
118

ＤＥＳＴＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/24 2012-358181

ＭＥＲＣＹ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/21 2012-358336 Ｎｅｕ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ， Ｉｎｃ．

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

【35】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，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
【05】サプリメント
【32】清涼飲料
【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.
【30】Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
【31】Grains and agricultural, horticultural and forestry products not included in other
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.
【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，牛乳及び乳製品，食用油脂
【30】コーヒー，茶，ココア及び代用コーヒー，米，タピオカ及びサゴ，穀粉及び穀物からな
る加工品，パン，ペストリー（生地）及び菓子，氷菓，砂糖，はちみつ，糖みつ，酵母，ベー
キングパウダー，食塩，マスタード，食酢，ソース（調味料），香辛料，氷
【31】穀物並びに農業，園芸及び林業の生産物であって他の類に属しないもの，生きてい
【32】Beers.
【32】ビール

ＬＥＡＤＯＮ ＴＯＢＡＣＣＯ ＩＮＴＥＲＮ
ＡＴＩＯＮＡＬ ＰＴＥ ＬＴＤ

05,32
119

指定商品・役務
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛
【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，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児
用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
【32】ビール，清涼飲料水，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

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

【05】Dietary supplemental drinks; liquid vitamin supplements; medicinal drinks;
nutritionally fortified beverages; vitamin and mineral supplements.
【32】Energy drinks; non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; soft drinks.
【05】食餌療法の補給用飲料，液体のビタミン補助食品，薬用内服液，栄養が強化された
飲料，ビタミン及びミネラルの栄養補助食品
【32】エネルギー飲料，アルコール分を含まない飲料、すなわち炭酸飲料，清涼飲料

33／33

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.19～2012.08.25.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

09,35,37,38,39,42,4 【09】Computer hardware and software; cash registers, calculating machines, data
processing apparatus and computers.
3

120

Ｇａｔｅ＼ＲｅｔａｉｌＯｎｂｏａｒｄ

マド
プロ:
通常

2012/8/23 2012-358552 ｇａｔｅｇｒｏｕｐ ＩＰ ＧｍｂＨ

32,33
121

マド
ＭＯＵＬＩＮ ＤＥ ＬＡ ＧＲＡＮＧ
プロ:
Ｅ
通常

2012/8/23 2012-359754

ＣＨＡＴＥＡＵ ＤＥ ＢＥＡＵＬＯＮ ＳＡ
ＲＬ

09,35,36,42,45

122

ＥＬＥＰＨＡＮＴＩ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/23 2012-360317 Ｅｌｅｐｈａｎｔｉ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．

09,35,36,42,45

123

§Ｅｌｅｐｈａｎｔｉ

マド
プロ:
通常

2012/8/22 2012-360337 Ｅｌｅｐｈａｎｔｉ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【35】Business organization and management consultancy, in particular for organization of
supply chains; professional business consultancy and analyses in connection with
business management; supervision of operational sequences (controlling); recording,
storage and processing of data, in particular compilation and systemization of information
into computer databases; maintenance of computer databases, in particular updating of
content; consultancy services in connection with conducting of business; retail sale;
provision of online information via a global computer network, for the selection of goods;
processing of orders and purchase orders and invoicing.
【37】Provision of information technology services for installation and maintenance of
computer networks (hardware).
【38】Providing access to computer networks, Internet platforms, databases and
electronic publications; transmission of data stored in a database.
【32】Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
【33】Alcoholic beverages (except beers and wines and brandy), wines protected by an
appellation of origin, brandy protected by an appellation of origin.
【32】ビール，ミネラルウォーター，炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料，果
実飲料，シロップその他の飲料製造用調製品
【33】アルコール飲料（ビール及びワイン及びブランデーを除く。），産地呼称により保護さ
れたワイン，産地呼称により保護されたブランデー
【09】Computer software and computer application software for processing electronic
payments.
【35】Online retail store services; advertising, marketing and promotional services for
others.
【36】Credit card services; processing of electronic payments; online bill payment
services, conducting financial transactions via a global computer network; providing
consumer-to-business payment services through electronic means.
【42】Providing temporary use of online non-downloadable software for use in electronic
payment transactions and payment account management services; providing internet
search engines for obtaining information, resources and the website of others on a global
computer network.
【45】Online social networking services.
【09】電子決済処理用のコンピュータソフトウエア及びコンピュータアプリケーションソフトウ
エア
【35】オンラインによる小売店の業務において行われる顧客に対する便益の提供，広告・
マーケティング及び促進（他人のためのこと）
【36】クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算，電子決済処理，オンライン
による請求書の支払い，グローバルコンピュータネットワーク経由での金融取引の実施，
【09】Computer software and computer application software for processing electronic
payments.
【35】Online retail store services; advertising, marketing and promotional services for
others.
【36】Credit card services; processing of electronic payments; online bill payment
services, conducting financial transactions via a global computer network; providing
consumer-to-business payment services through electronic means.
【42】Providing temporary use of online non-downloadable software for use in electronic
payment transactions and payment account management services; providing internet
search engines for obtaining information, resources and the websites of others on a
global computer network.
【45】Online social networking services.
【09】電子決済処理用のコンピュータソフトウエア及びコンピュータアプリケーションソフトウ
エア
【35】オンラインによる小売店の業務において行われる顧客に対する便益の提供，広告・
マーケティング及び促進（他人のためのこと）
【36】クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算，電子決済処理，オンライン
による請求書の支払い，グローバルコンピュータネットワーク経由での金融取引の実施，

