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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.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

1

被爆ピアノ

通常:
標準

2012/8/27 2012-068923 岡本 幸士

29,30,31,32,33

2

フェリクリシン

3

長寿村

4

宇宙船

5

宇宙かぼちゃ

6

宇宙かぼちゃ

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常:
標準

2012/8/27 2012-068931 月桂冠株式会社

2012/8/27 2012-069107 株式会社桔梗屋
2012/8/27 2012-069109 株式会社桔梗屋
2012/8/27 2012-069110 株式会社桔梗屋

32
32

【32】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

【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

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

2012/8/27 2012-069112 株式会社桔梗屋

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

指定商品・役務
【35】広告，商品の販売に関する情報の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
一輪車及び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，
クリスタルガラス製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，印刷物の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，包装用紙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，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
【41】電子出版物の提供 図書及び記録の供覧 書籍の制作 映画・演芸・演劇又は音楽
【29】乳製品，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干し
のり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），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，みそ，ウースターソース，グレービーソース，ケチャップソース，
しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼き
肉のたれ，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
【31】釣り用餌，飼料用たんぱく，飼料，種子類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

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）2012.08.26～2012.09.01.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

7

宇宙船

通常:
標準

2012/8/27 2012-069113 株式会社桔梗屋

05,29,30,32

8

豆琲＼トーヒー

通常

2012/8/27 2012-069149 合資会社八丁味噌

35
9

図形商標

通常

2012/8/27 2012-069209 株式会社コーセー

05,29,30,32
シニアの力

通常:
標準

11

シェフごはん

通常:
標準

2012/8/27 2012-069223 株式会社ぐるなび

12

ＣＨＥＦ ＧＯＨＡＮ

通常:
標準

2012/8/27 2012-069224 株式会社ぐるなび

10

指定商品・役務
【35】被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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
【05】加工穀物を主原料とする液状・粒状・顆粒状・粉末状・カプセル状・錠剤状・ゼリー状・
ブロック状の加工食品，酵母を主原料とする液状・粒状・顆粒状・粉末状・カプセル状・錠
剤状・ゼリー状・ブロック状の加工食品，食餌療法用食品・飲料・薬剤
【29】植物性脂肪からなるコーヒー用クリーム，植物性脂肪からなるコーヒー用粉末クリー
ム，植物性脂肪からなるその他の飲料用クリーム，その他の食用油脂，コーヒー用クリー
ム，コーヒー用粉末クリーム，その他の飲料用クリーム，その他の乳製品，豆乳，豆腐，即
席みそ汁，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，食用たんぱく
【30】茶，植物を原料とする代用コーヒー，代用コーヒーのエキス，即席代用コーヒー，その
他の代用コーヒー，植物等を主原料とするカフェオレ，レギュラーコーヒー，即席コーヒー，
コーヒーエキス，その他のコーヒー，ココア，代用コーヒーを加味したソフトクリーム，その
他のソフトクリーム，代用コーヒーを加味したアイスクリーム，その他のアイスクリーム，代
用コーヒーを加味した菓子及びパン，その他の菓子及びパン，代用コーヒーを加味したソ
フトクリームのもと，その他のソフトクリームのもと，代用コーヒーを加味したアイスクリーム
のもと，その他のアイスクリームのもと，コーヒー豆，穀物の加工品
【32】コーヒーシロップ，コーヒー風味の清涼飲料・果実飲料・乳清飲料，その他の清涼飲
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

2012/8/27 2012-069217 フォーデイズ株式会社

35,41,43

35,41,43

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

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

【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
【29】乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，食用たんぱく，食用油脂，
食用魚介類（生きているものを除く。）
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，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】市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，広告，飲食料品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【41】料理教室の企画・運営及び開催並びにこれらに関する情報の提供
【43】飲食物の提供又はこれ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
【35】市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，広告，飲食料品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【41】料理教室の企画・運営及び開催並びにこれらに関する情報の提供
【43】飲食物の提供又はこれ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

5／31

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.xls
No.

13

14

商標（見本）

商標

ＣＨＥＦ ＧＯＨＡＮ

§Ｋｕｒ Ｂｉｏ

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【35】市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，広告，飲食料品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【41】料理教室の企画・運営及び開催並びにこれらに関する情報の提供
【43】飲食物の提供又はこれ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

35,43,44

【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，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，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，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おも
ちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供
【43】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
与，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，おしぼりの貸与，タオル
の貸与
【32】梅を加味した清涼飲料，梅を加味した果実飲料，梅を加味した乳清飲料，梅を加味し
た飲料用野菜ジュース

2012/8/27 2012-069225 株式会社ぐるなび

2012/8/27 2012-069289 日本医療衛生サービス株式会社

32
15

さちうめ＼幸梅

通常

2012/8/28 2012-069347 アサヒ飲料株式会社

32
16

パンダガール＼ＰＡＮＤＡ ＧＩＲ
通常
Ｌ

指定商品・役務

35,41,43

2012/8/28 2012-069375 有限会社美宝

※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/

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
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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

09,10,14,35,38,41,4 【09】時間・ペース・速度・歩幅・運動能力・消費カロリー・距離・跳躍高に関して、インター
ネット・コンピュータネットワーク・電子通信ネットワークに対しスポーツ・フィットネストレーニ
2,45

図形商標

通常

2012/8/28 2012-069398

18

薔薇美水

通常:
標準

2012/8/28 2012-069423 株式会社 ミロク

島根の非加熱・弱アルカリ性＼
通常
おいしい天然水

20

ＰＨＹＴＯＩＮＦＵＳＥ＼ファイトイン
通常
フューズ

21

ゴクゴクマ

通常:
標準

32

【32】島根県産のミネラルウォーター

03,05,30,32

【03】スキンローション，スキンクリーム，スキンケア用化粧品，化粧品，せっけん類
【05】サプリメント
【30】茶，ティーバッグ入りの茶，解毒（デトックス）効果を有するハーブ茶飲料，茶飲料
【32】発泡性飲料用粉末，解毒（デトックス）効果を有するハーブエキス含有の清涼飲料，
清涼飲料，果実飲料

ナイキ インターナショナル リミテッ
ド

17

19

32

ング・運動のデータを検出・保存・報告・監視・アップロード・ダウンロードし、携帯電子端
末・スマートフォン又はパーソナルコンピュータと通信するための、マイクロプロセッサ・デ
ジタルディスプレイ及び加速度計を備えたモニター用携帯端末，ＵＳＢ接続端子を備えた
電子応用機械器具の部品及び附属品，ＵＳＢ接続端子を備えた電子応用機械器具の部
品及び附属品，ＵＳＢメモリに記録された電子計算機用プログラム，コンピュータの周辺機
器，歩数計，ヘッドホン，フィットネス活動を評価・支援するためのコンピュータソフトウェ
ア，携帯電子端末、スマートフォン又はパーソナルコンピュータ用のコンピュータソフトウェ
ア，フィットネスの評価及びその評価に基づく個人に最適化された訓練方法を提示するた
めのコンピュータソフトウェア，心拍及び脈拍・位置情報・方角・距離・高度・ナビゲーション
情報及び気象情報をモニターするためのコンピュータソフトウェア，装着者の累積した活動
レベルに合わせて発光し色を変える表示装置を備えたモニター用携帯端末，その他の電
子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
【10】医療用歩数計，医療用基礎代謝量測定器，医療用消費カロリー測定機，その他の医
療用機械器具
【14】時計，ブレスレット，フィットネス・スポーツトレーニング・運動に関するデータ、すなわ
ち時間・距離・ペース・速度・跳躍高・心拍及び脈拍・消費カロリー・累積運動量をモニター
し報告する機能を有する時計及びブレスレット，インターネット・コンピュータネットワーク・
電気通信回線を用いて携帯情報端末・スマートフォン・電子計算機とのデータ通信を行う
機能を有する時計及びブレスレット
【35】被服・履物・帽子・コンピュータ及びその周辺機器・コンピュータソフトウェア・モニター
用携帯端末・携帯電子端末・スマートフォ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 インターネット又は電子通信ネットワークを通じてインターネット
【32】清涼飲料，ミネラルウォーター，果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012/8/28 2012-069436 株式会社島根の銘水舎

2012/8/28 2012-069442 アルティコア インコーポレイテッド

2012/8/28 2012-069451

※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。

キリンエムシーダノンウォーターズ株 32
式会社

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

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
7,08,09,10,11,12,14, 肥料，陶磁器用釉薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試
15,16,17,18,19,20,2 験紙，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
1,22,23,24,25,26,27, 蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
28,29,30,31,32,33,3 具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・
4,35,36,37,38,39,40, 装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
41,42,43,44,45

22

富士山再生で日本を元気に∞
Ｍｔ．Ｆｕｊｉ ｔｈｅ Ｒｅｎａｉｓｓａｎｃｅ 通常
∞富士山ルネッサンス

2012/8/28 2012-069456 株式会社毎日新聞社

35

23

ＲＩＢＥＮ＼リーベン

通常

2012/8/28 2012-069535 株式会社 カネスエ商事

※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/

剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろ
うそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵
槽類 いかり 金属製輸送用コンテナ かな床 はちの巣 金属製金具 ワイヤロープ 金
【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，肉を主材とす
る惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，魚介類を主
材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜
を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
果実を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，豆腐を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，卵を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，その他の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，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.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

24

ｆｅｌｎａ＼フェルナ

通常

2012/8/28 2012-069536 株式会社 カネスエ商事

25

ぽっぴっぽー未来野菜

通常:
標準

2012/8/28 2012-069584

クリプトン・フューチャー・メディア株式 32
会社
32

26

§ｎａｉ．Ｓ

通常

2012/8/29 2012-069612 北海道ワイン株式会社

27

ナイヤガラワインビネガードリン 通常:
クナイ酢
標準

2012/8/29 2012-069625 北海道ワイン株式会社

28

フランツ

通常:
標準

ＬＧ１

優先

【32】清涼飲料水（ナイヤガラ種で造ったぶどう酢入り飲料）

30,35

【30】菓子，パン，茶，コーヒー，ココア，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，即席菓
子のもと
【35】広告，商品の販売に関する情報の提供，通信販売による商品の注文・受付・発注に
関する事務処理代行，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，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，清涼飲料およ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
【30】グレインを原料とする棒状の加工食品，グラノーラを原料とする棒状の加工食品，穀
物を原料とする棒状の加工食品，穀物の加工品，ソフトチューズ，キャンデー，その他の
菓子，パン，弁当，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，即席菓子のもと
【32】粉末状の清涼飲料のもと，アルコール分を含まない果実風味の飲料，ジェル状の清
涼飲料，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012/8/29 2012-069663 フランツ株式会社

2012/8/29 2012-069675 ９００１－６２６２ ケベック・インク

※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】清涼飲料水（ぶどう酢入り飲料）

32

30,32
29

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，肉を主材とす
る惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，魚介類を主
材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜
を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
果実を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，豆腐を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，卵を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，その他の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，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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

30

§オリオン＼Ｏｒｉｏｎ

通常

2012/8/29 2012-069709 オリオンビール株式会社

31

ロイシンリッチ

通常:
標準

2012/8/29 2012-069714 大正製薬株式会社

区分

【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，ビー
ル醸造用ホップエキス，乳清飲料
【33】洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒

05,32

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料

05,32
32

ゴーゴー＼アミノライフ５５

通常

2012/8/29 2012-069715 大正製薬株式会社

33

サルコレスキュー

通常:
標準

2012/8/29 2012-069716 大正製薬株式会社

05,32
35

34

深谷フォルテ

通常:
標準

2012/8/29 2012-069719 株式会社ベルク

35

35

§ＣＡ∞Ｃｈａｒａ－Ａｎｉ

通常

2012/8/29 2012-069798 株式会社キャラアニ

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

指定商品・役務

32,33
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【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料
【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
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，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務にお
【35】ポー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，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，衣服用バッジの小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，せんすの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，まくらの小売又は卸売の業務におい
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，携帯電話機用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，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，キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，自動車用ナンバープレート用ボル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，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.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
05,35

36

図形商標

通常

35

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012/8/29 2012-069855 サニーヘルス株式会社

05,32
37

38

39

§ＳＤ

アサファイト

スパイラル＼ＳＰＩＲＡＬ

通常

通常

通常

2012/8/29 2012-069856 サニーヘルス株式会社

2012/8/29 2012-069886 株式会社グランドビジョン

2012/8/29 2012-069907 株式会社ワコール

※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。

指定商品・役務
【05】サプリメント，たんぱく質を主成分とし、ビタミン・ミネラル類を含有した粉末状・顆粒
状・液状・固形状・半固形状・ゼリー状・錠剤状・カプセル入りの加工食品，たんぱく質・ビタ
ミン又はミネラルを主原材料とする粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状の
加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，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，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。）
【35】広告業，健康管理および美容に関する広告の企画又は助言，インターネットを利用し
た商品の販売に関する情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，経営の
診断又は経営に関する助言，市場調査，ホテルの事業の管理，健康食品・サプリメント・
健康関連商品の販売に関する情報の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【05】サプリメント，たんぱく質を主成分とし、ビタミン・ミネラル類を含有した粉末状・顆粒
状・液状・固形状・半固形状・ゼリー状・錠剤状・カプセル入りの加工食品，たんぱく質・ビタ
ミン又はミネラルを主原材料とする粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状の
加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，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，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】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース，ビール，ビール製造用ホップ
キス
【35】茶・朝食用穀物食（シリアル）・サプリメント及びその他の飲食料品の小売又は卸売の
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業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料，非鉄金属，写真材料，工業用粉類，原料プラス
7,08,09,10,11,12,13, チック
14,15,16,17,18,19,2 【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
0,21,22,23,24,25,26, 具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・
27,28,29,30,31,32,3 装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
3,34,35,38,39,40,41, 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，つや出し剤，せっけ
43,44,45

40

共に創る。共に生きる。

通常

2012/8/29 2012-069980 大和ハウス工業株式会社

35

41

とくしまマルシェ

42

こんなに果実

43

女性のキレイに

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準

2012/8/29 2012-069985 公益財団法人徳島経済研究所

2012/8/30 2012-070061 株式会社ヤクルト本社
2012/8/30 2012-070062 株式会社ヤクルト本社

※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。

32
05,32
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ん類，化粧品，香料
【04】固形潤滑剤，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ろうそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，
乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く）
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製セメント
製品製造用型枠，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製金具，金属製建具，金庫，金
属製立て看板
【07】農業用機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）及び動力機械器具
の部品，風水力機械器具，機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），電動式カーテン引き
装置，電動式扉自動開閉装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，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
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），電気かみそり及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグ
スライサー（電気式のものを除く。） かつお節削り器 角砂糖挟み 缶切 くるみ割り器
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【32】清涼飲料，果実飲料
【05】サプリメント
【32】清涼飲料，果実飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

44

麦わらストア＼ＭＵＧＩＷＡＲＡ
ＳＴＯＲＥ

通常

2012/8/30 2012-070224 株式会社集英社

45

健康お届け便

通常:
標準

2012/8/30 2012-070258 株式会社明治

05,30,32

05,30,32
46

ＲＥＣＨＡＲＧＥ＼リチャージ

通常

2012/8/30 2012-070259 株式会社明治

ゴマペプチド君

通常:
標準

サントリー食品インターナショナル株
2012/8/30 2012-070268
式会社

05,30,32
47

05,30,32
48

血圧対策

通常

2012/8/30 2012-070269

※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。

サントリー食品インターナショナル株
式会社
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指定商品・役務
【35】ウエブサイト上における広告スペースの提供，インターネットによる広告，その他の広
告業，市場調査又は分析，出版物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，インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段
を利用したオークションの運営，その他の競売の運営及びこれに関する情報の提供，イン
ターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信販売の
注文・受付・発注に関する事務処理代行，クッション及び座布団の小売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，バンド及びベルトの小売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，ピンバッジ及びワッペンの小売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，傘の小売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，身の回り品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲
食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車並びにその部
品及び附属品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，マウスパッド及び携帯電話用ストラップ
の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，パーソナルコンピューター用
ゲームソフトの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類
の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，キーホルダーの小売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物及び電子出版物の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 文房具類の小売の業務において
【05】薬剤
【30】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，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】薬剤
【30】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，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】ゴマペプチドを主原料とする液状の加工食品，ゴマペプチドを含有する食餌療法用飲
料・食餌療法用食品・乳幼児用飲料・乳幼児用食品
【30】ゴマペプチドを含有する茶・コーヒー・ココア・菓子・パン
【32】ゴマペプチドを含有する清涼飲料・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・乳清飲料
【05】ゴマペプチドを主原料とする液状の加工食品，ゴマペプチドを含有する食餌療法用飲
料・食餌療法用食品・乳幼児用飲料・乳幼児用食品
【30】ゴマペプチドを含有する茶・コーヒー・ココア・菓子・パン
【32】ゴマペプチドを含有する清涼飲料・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・乳清飲料

13／31

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.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
07,09,35

49

ＣＯＲＮＥＳ＼Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

通常

50

ＤＥＥＰ ＡＮＤ ＲＩＣＨ ＦＬＡＶＯ
Ｒ＼本麦＼ＨＯＮ－ＭＵＧＩ＼ほ
通常
んむぎ＼Ａ Ｃｌｅａｎ，Ｓｍｏｏｔｈ
＼ａｎｄ Ｒｅｆｒｅｓｈｉｎｇ Ｔａｓｔｅ

2012/8/30 2012-070274

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッ
ド

32,33
2012/8/30 2012-070276 藤桂京伊株式会社

32,33
51

本麦

通常:
標準

2012/8/30 2012-070277 藤桂京伊株式会社

52

からだのホンネ

通常:
標準

2012/8/30 2012-070298

アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

53

おはだのホンネ

通常:
標準

2012/8/30 2012-070299

アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

54

カカオ・レ

通常:
標準

2012/8/30 2012-070301 株式会社明治

32

使用した清涼飲料，麦芽又は麦を使用したビール風味の清涼飲料，麦芽及び麦を使用し
ないビール風味の清涼飲料
【33】麦を原料とする醸造アルコールを加えた清酒，麦を使用した合成清酒，麦焼酎，麦芽
又は麦を使用した洋酒，麦芽又は麦を使用したリキュール，麦芽又は麦を使用した果実
酒，麦芽又は麦を使用した酎ハイ，麦芽又は麦を使用した中国酒，麦芽又は麦を使用し
た薬味酒，麦芽又は麦を使用したビール風味のリキュール，麦芽又は麦を使用したビー
ル風味のアルコール飲料（ビール・ビール風味の麦芽発泡酒を除く。），麦芽及び麦を使
【16】文房具類，印刷物
【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，新聞記事情報の提供，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
【16】文房具類，印刷物
【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，新聞記事情報の提供，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
【32】清涼飲料，果実飲料

32

【32】清涼飲料

【32】清涼飲料

16,35

16,35

55

図形商標

通常

2012/8/30 2012-070324

デスカイヤー ユナイテッド プロー
バル エスエー

56

Ｆｕｅｎｔｅ Ｐｒｉｍａｖｅｒａ

通常:
標準

2012/8/30 2012-070325

ティアンドアール インターナショナル 32
株式会社

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

指定商品・役務
【07】食品や液体製品を無菌の状態で充填可能な充填包装機，食品や液体製品に対応可
能な汎用充填包装機，充填包装機用内袋，ダイヤモンド単結晶，ダイヤモンド関連素材，
包装用機械器具，金属加工機械器具，化学機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機
械器具，農業用機械器具，塗装機械器具
【09】高周波チャネルエミュレータ，ノイズジェネレータ，レーダーパルス及びデジタル無線
信号のアナライザ，衛生通信の高周波リンク用エミュレータ，プロトコルアナライザ，テラヘ
ルツ波を利用した検査装置，テラヘルツ波を利用した検査用ソフトウェア，金属探知機，Ｘ
線を利用した携帯型検査装置，妨害電波発生装置，携帯型マイクロスコープ，夜間暗視
装置，貨物検査装置，爆発物処理用具，空気の発送・ガスの検知及び温度測定・内蔵小
型マイクによる音声聴取を可能とする装置を備えた画像探査機，赤外線カメラ，航空機搭
載の携行型救命無線機（ＥＬＴ），テレメトリ（遠隔測定）通信用アンテナ及び受信機，衛星
通信用アンテナ及び受信機，計測用データレコーダ（モジュール），レーザラマン分光装置
に画像処理を組み合わせた液体中の異物の自動検査装置，ダイヤモンド合成用マイクロ
波プラズマＣＶＤ装置，理化学機械器具，測定機械器具，電気磁気測定器，電気通信機
械器具，電子応用機械器具及びその部品
【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，食品や液体製品を無菌の状態で充填可能な充填包装機の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，食品や液体製品に対応可能な汎用充填包装機
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，充填包装機用内袋
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，ダイヤモンド単結晶
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ダイヤモンド関連素
材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，包装用機械器具
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，金属加工機械器具
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，化学機械器具の小
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 食料加工用又は飲料加
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，麦芽又は麦を使用した炭酸飲料，麦芽又は麦を
使用した清涼飲料，麦芽又は麦を使用したビール風味の清涼飲料，麦芽及び麦を使用し
ないビール風味の清涼飲料
【33】麦を原料とする醸造アルコールを加えた清酒，麦を使用した合成清酒，麦焼酎，麦芽
又は麦を使用した洋酒，麦芽又は麦を使用したリキュール，麦芽又は麦を使用した果実
酒，麦芽又は麦を使用した酎ハイ，麦芽又は麦を使用した中国酒，麦芽又は麦を使用し
た薬味酒，麦芽又は麦を使用したビール風味のリキュール，麦芽又は麦を使用したビー
ル風味のアルコール飲料（ビール・ビール風味の麦芽発泡酒を除く。），麦芽及び麦を使
用しないビ ル風味のアル
ル飲料
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，麦芽又は麦を使用した炭酸飲料，麦芽又は麦を

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.xls
No.

57

58

商標（見本）

商標

ｆｕｅｎｔｅ＼Ｐｒｉｍａｖｅｒａ＼Ａｇｕａ
Ｍｉｎｅｒａｌ Ｎａｔｕｒａｌ

§ｍｏｒｉｎｄａ

種別

通常

通常

出願日

出願番号

2012/8/30 2012-070411

出願人／権利者

区分
【32】清涼飲料

03,05,30,32,35

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料
【05】サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，ビタミン剤，ミネラル剤，その他の
薬剤
【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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【35】商品の販売代理店募集に関する指導・助言，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，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
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，ヘアー
トリートメント剤，シャンプー，コンディショナーシャンプー，リンス，コンディショナーリンス，
コンディショナー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬用歯磨き，口内洗浄剤，義
歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容液，クレンジングオイル，クレ
ンジングジェル，クレンジングローション，体臭消臭剤，体用防臭剤，養毛料，育毛料，化
粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一つでカ
バーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染毛剤，
白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧品，整
髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，むだ毛そ
り用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧用のも
の），体毛用脱色剤，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ
手入れ用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳
液，頭髪用乳液，ボディ用乳液，保湿用乳液，クレンジング乳液，口臭消臭剤
【05】サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント，動
物エキスを主原料とするサプリメント，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする
サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒
状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・
錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・
ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品 動物エキスを主原

ティアンドアール インターナショナル
株式会社

2012/8/30 2012-070413 モリンダ インコーポレーテッド

03,05,32

59

花まる

通常:
標準

2012/8/30 2012-070415 株式会社東洋新薬

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

指定商品・役務

32

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.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
05,32

60

ブラックジンジャーエール

通常:
標準

2012/8/30 2012-070420 株式会社東洋新薬

35

61

酒サロン

通常:
標準

2012/8/30 2012-070430

※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。

合同会社デザインファームアンドリ
ゾート

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

指定商品・役務
【05】ブラックジンジャー（黒生姜）を主原料とするサプリメント，ブラックジンジャー（黒生姜）
を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセ
ル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲ
ル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・ス
ティック状の加工食品，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する栄養補助食品，ブラックジ
ンジャー（黒生姜）を含有する栄養補給剤，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する栄養補
強剤，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する栄養補給用ドリンク剤，ブラックジンジャー
（黒生姜）を含有するビタミン剤，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有するアミノ酸剤，ブラッ
クジンジャー（黒生姜）を含有する滋養強壮変質剤，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有す
るカルシウム剤，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する生薬，ブラックジンジャー（黒生
姜）を含有する食品強化剤，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する医療用食品添加剤，
ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する食餌療法用の食品調製剤，ブラックジンジャー（黒
生姜）を含有する医療用栄養添加剤，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する薬剤（農薬
に当たるものを除く。），ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する医薬用化学剤，ブラックジ
ンジャー（黒生姜）を含有する化学的製剤，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する動物用
薬剤，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する食餌療法用飲料，ブラックジンジャー（黒生
姜）を含有する食事療法用食品，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する乳児用飲料，ブ
ラックジンジャー（黒生姜）を含有する乳児用食品，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有す
る乳児用粉乳，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する栄養補助用飼料添加物（薬剤に属
するものを除く。）
【32】ブラックジンジャー（黒生姜）を含有するビール，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有す
るビール風味の麦芽発泡酒，ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する清涼飲料，ブラック
ジンジャー（黒生姜）を含有する清涼飲料のもと ブラックジンジャー（黒生姜）を含有する
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成
又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は
代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイ
リング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイプライター・テレックス
又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用
具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記
事情報の提供，自動販売機の貸与，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を
一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物
及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務
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
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03,09,15,16,18,21,2 【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
5,28,30,32,33,34,35, 【09】電池，電気通信機械器具（携帯電話機，携帯電話機用ストラップ，携帯電話機用カ
バー，携帯電話機用液晶保護シート，ＩＣレコーダー，携帯型オーディオプレーヤー，コン
39,41,42,43
パクトディスクプレーヤー，ＤＶＤプレーヤー，デジタルカメラ，デジタルフォトフレーム，ヘッ

62

桜ミク＼ＳＡＫＵＲＡ ＭＩＫＵ

通常

2012/8/30 2012-070438

クリプトン・フューチャー・メディア株式
会社

03,09,15,16,18,21,2
5,28,30,32,33,34,35,
39,41,42,43

63

桜花未来

通常

2012/8/30 2012-070439

※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。

クリプトン・フューチャー・メディア株式
会社

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

ドホン，イヤホン，スピーカーを含む。），電子計算機及びその周辺機器（光学式マウス，マ
ウスパッドを含む。），電子計算機用プログラム，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携
帯用液晶画面ゲーム機用のプログラム，レコード（録音済みコンパクトディスクを含む。），
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，録画済みビデ
オディスク及びビデオ（録画済みＤＶＤを含む。），インターネットを利用して受信し、及び保
存することができる画像ファイル，電子出版物，眼鏡，眼鏡の部品及び附属品（眼鏡ケー
ス，眼鏡ふきを含む。）
【15】楽器
【16】印刷したくじ（「おもちゃ」を除く。），紙類（包装用紙，トイレットペーパー，ちり紙を含
む。），文房具類（手帳，ノートブック，便せん，封筒，ボールペン，シール，下敷き，筆箱を
含む。），印刷物（ポスター，カレンダー，楽譜，書籍，トレーディングカードを含む。），書画
（絵画，版画を含む。），写真，写真立て
【18】かばん類（リュックサック，手提げかばん，肩掛けかばん，スーツケースを含む。），袋
類（カードケース，キーケース，財布，名刺入れを含む。），傘
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）（くし，歯ブラシ，コンパクト，ヘアブラシを含
む。），食器類（コップ，弁当箱，マグカップを含む。），調理用具，貯金箱，お守り，おみく
じ，トイレットペーパーホルダー
【25】被服（洋服，コート，セーター類，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，エプロン，靴下，手袋，ネクタイ，バンダナ，マフラー，帽子を含む。），
雨靴，サンダル靴，スニーカー，ブーツ，婦人靴，幼児靴，仮装用衣服
【28】おもちゃ，人形（フィギュアを含む。），さいころ，すごろく，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，トレーディングカードゲーム用
カード 遊戯用器具（スロットマシン ぱちんこ用具を含む。） ビリヤード用具 運動用具
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【09】電池，電気通信機械器具（携帯電話機，携帯電話機用ストラップ，携帯電話機用カ
バー，携帯電話機用液晶保護シート，ＩＣレコーダー，携帯型オーディオプレーヤー，コン
パクトディスクプレーヤー，ＤＶＤプレーヤー，デジタルカメラ，デジタルフォトフレーム，ヘッ
ドホン，イヤホン，スピーカーを含む。），電子計算機及びその周辺機器（光学式マウス，マ
ウスパッドを含む。），電子計算機用プログラム，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携
帯用液晶画面ゲーム機用のプログラム，レコード（録音済みコンパクトディスクを含む。），
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，録画済みビデ
オディスク及びビデオ（録画済みＤＶＤを含む。），インターネットを利用して受信し、及び保
存することができる画像ファイル，電子出版物，眼鏡，眼鏡の部品及び附属品（眼鏡ケー
ス，眼鏡ふきを含む。）
【15】楽器
【16】印刷したくじ（「おもちゃ」を除く。），紙類（包装用紙，トイレットペーパー，ちり紙を含
む。），文房具類（手帳，ノートブック，便せん，封筒，ボールペン，シール，下敷き，筆箱を
含む。），印刷物（ポスター，カレンダー，楽譜，書籍，トレーディングカードを含む。），書画
（絵画，版画を含む。），写真，写真立て
【18】かばん類（リュックサック，手提げかばん，肩掛けかばん，スーツケースを含む。），袋
類（カードケース，キーケース，財布，名刺入れを含む。），傘
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）（くし，歯ブラシ，コンパクト，ヘアブラシを含
む。），食器類（コップ，弁当箱，マグカップを含む。），調理用具，貯金箱，お守り，おみく
じ，トイレットペーパーホルダー
【25】被服（洋服，コート，セーター類，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，エプロン，靴下，手袋，ネクタイ，バンダナ，マフラー，帽子を含む。），
雨靴，サンダル靴，スニーカー，ブーツ，婦人靴，幼児靴，仮装用衣服
【28】おもちゃ，人形（フィギュアを含む。），さいころ，すごろく，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，トレーディングカードゲーム用
カード 遊戯用器具（スロットマシン ぱちんこ用具を含む。） ビリヤード用具 運動用具
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01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
7,08,09,10,11,12,13, 肥料，陶磁器用釉（ゆう）薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材
14,15,16,17,18,19,2 料，試験紙，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
0,21,22,23,24,25,26, 蝕（しよく）防止剤，防錆（せい）剤，マスチック，松脂（やに），木材保存剤，染料，顔料，塗
27,28,29,30,31,32,3 料，印刷インキ，絵の具，防錆（せい）グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非
3,34,35,36,37,38,39, 鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
40,41,42,43,44,45 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟

64

ＣＡＳＩＯ

防護

2012/8/31 2012-070457 カシオ計算機株式会社

35,41

65

トーくん・ホーちゃん

通常

2012/8/31 2012-070470 学校法人 東邦学園

35
66

Ｂｒｅａｄｍａｎ’ｓ

通常

2012/8/31 2012-070488 株式会社ジョイス

※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。
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剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろ
うそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵
槽類 いかり 金属製輸送用コンテナ かな床 はちの巣 金属製金具 ワイヤロープ 金
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，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，建築物における来訪者の受付
及び案内，広告用具の貸与，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，自動販売機の貸
与，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務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，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，写真機
械器具及び写真材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，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，
宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【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，美術品の展示，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，演劇の演出又は上
演 音楽の演奏 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
【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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35

67

おとな通り商店街

通常

2012/8/31 2012-070502 株式会社日本経済廣告社

35

68

タブルーム

通常:
標準

2012/8/31 2012-070505 株式会社リクルートホールディングス

※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】インターネットによる商品の通信販売の媒介又は取次ぎ，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，広告業，トレーディングスタンプの発行，
経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競
売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆
耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報
編集，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建
築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワー
ドプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，衣料
品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務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
【35】広告業，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発
行及び管理，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算，
商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理，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，事業の管理，企業の人事・労務管理及び求
人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査又は分
析，商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代
行，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供，ホテルの事
業の管理，企業に関する情報の提供，財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情
報の提供，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，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，あて名書き及び
書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，書類の複製，文書又は磁気
テープのファイリング，一般事務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信の事務
処理代行，経理事務の代行，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，インターネットのホームページにおける広告用スペース
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，職業の適
性に関する助言，職業（職種・職務）適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言，
新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び
情報編集，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.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

69

Ｔａｂｒｏｏｍ

通常

2012/8/31 2012-070507 株式会社リクルートホールディングス

32

70

九州育ちのおいしい青汁

通常:
標準

グリーンクリーン

通常:
標準

2012/8/31 2012-070514 株式会社東洋新薬

32
71

2012/8/31 2012-070515 株式会社東洋新薬
32

72

ペプチド∞＋∞ケールの＼青汁
通常
∞サーデン＼ペプチド＼配合

2012/8/31 2012-070520 株式会社東洋新薬

32
73

スキッと快通青汁

通常:
標準

2012/8/31 2012-070521 株式会社東洋新薬

※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，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発
行及び管理，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算，
商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理，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，事業の管理，企業の人事・労務管理及び求
人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査又は分
析，商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代
行，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供，ホテルの事
業の管理，企業に関する情報の提供，財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情
報の提供，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，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，あて名書き及び
書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，書類の複製，文書又は磁気
テープのファイリング，一般事務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信の事務
処理代行，経理事務の代行，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，インターネットのホームページにおける広告用スペース
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，職業の適
性に関する助言，職業（職種・職務）適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言，
新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び
情報編集，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
【32】九州で作られた緑色野菜を含有する飲料用青汁，九州で作られた緑色野菜を含有
する飲料用青汁のもと，九州で作られた青汁を含有する清涼飲料，九州で作られた青汁
を含有する清涼飲料のもと，九州で作られた青汁を含有するビール風味の清涼飲料，九
州で作られた青汁を含有する果実飲料，九州で作られた青汁を含有する果実飲料のも
と，九州で作られた青汁を含有する飲料用野菜ジュース，九州で作られた青汁を含有する
飲料用野菜ジュースのもと，九州で作られた青汁を含有するコーヒーシロップ，九州で作ら
れた青汁を含有するトマトジュース，九州で作られた青汁を含有するシャーベット水，九州
で作られた青汁を含有するシロップ，九州で作られた青汁を含有するビール，九州で作ら
れた青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒，九州で作られた青汁を含有するビール製
造用ホップエキス，九州で作られた青汁を含有する麦芽汁，九州で作られた青汁を含有
するビール製造用麦芽汁，九州で作られた青汁を含有する乳清飲料，九州で作られた青
汁を含有する乳清飲料のもと，九州で作られた青汁を含有するアルコール分を含まない
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，清涼飲料，清涼飲料のもと，ビール風味の清涼
飲料，果実飲料，果実飲料のもと，飲料用野菜ジュース，飲料用野菜ジュースのもと，飲
料用青汁，飲料用青汁のもと，炭酸飲料，コーヒーシロップ，トマトジュース，シャーベット
水，シロップ，飲料水，ビール製造用ホップエキス，麦芽汁，ビール製造用麦芽汁，乳清飲
料，乳清飲料のもと，アルコール分を含まない飲料，飲料製造用調整品
【32】ケールとサーデンペプチドを含有する飲料用青汁，ケールとサーデンペプチドを含有
する飲料用青汁のもと，ケールとサーデンペプチドを含有する清涼飲料，ケールとサーデ
ンペプチドを含有する清涼飲料のもと，ケールとサーデンペプチドを含有するビール風味
の清涼飲料，ケールとサーデンペプチドを含有する果実飲料，ケールとサーデンペプチド
を含有する果実飲料のもと，ケールとサーデンペプチドを含有する飲料用野菜ジュース，
ケールとサーデンペプチドを含有する飲料用野菜ジュースのもと，ケールとサーデンペプ
チドを含有するコーヒーシロップ，ケールとサーデンペプチドを含有するトマトジュース，
ケールとサーデンペプチドを含有するシャーベット水，ケールとサーデンペプチドを含有す
るシロップ，ケールとサーデンペプチドを含有するビール，ケールとサーデンペプチドを含
有するビール風味の麦芽発泡酒，ケールとサーデンペプチドを含有するビール製造用ホッ
プエキス，ケールとサーデンペプチドを含有する麦芽汁，ケールとサーデンペプチドを含有
するビール製造用麦芽汁，ケールとサーデンペプチドを含有する乳清飲料，ケールとサー
デンペプチドを含有する乳清飲料のもと，ケールとサーデンペプチドを含有するアルコー
【32】飲料用青汁，飲料用青汁のもと，青汁を含有する清涼飲料，青汁を含有する清涼飲
料のもと，青汁を含有するビール風味の清涼飲料，青汁を含有する果実飲料，青汁を含
有する果実飲料のもと，青汁を含有する飲料用野菜ジュース，青汁を含有する飲料用野
菜ジュースのもと，青汁を含有するコーヒーシロップ，青汁を含有するトマトジュース，青汁
を含有するシャーベット水，青汁を含有するシロップ，青汁を含有するビール，青汁を含有
するビール風味の麦芽発泡酒，青汁を含有するビール製造用ホップエキス，青汁を含有
する麦芽汁，青汁を含有するビール製造用麦芽汁，青汁を含有する乳清飲料，青汁を含
有する乳清飲料のもと，青汁を含有するアルコール分を含まない飲料，青汁を含有する飲
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05,29,30,31,32,35,4 【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，乳
幼児用粉乳
3

74

Ｈａｌａｌ∞Ｍａｌａｙｓｉａ Ｈａｌａｌ Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．∞マ
通常
レーシアハラルコーポレーション
株式会社∞ローカルハラル

2012/8/31 2012-070531

32

【29】食用油脂，食肉，肉製品，カレー・シチュー又はスープのもと，ふりかけ，なめ物，食
用たんぱく
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，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
【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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，新聞記事情報の提供
【43】飲食物の提供
【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，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】乳製品，食肉，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
【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，米，脱穀済みのえん麦，
脱穀済みの大麦，食用粉類，穀物の加工品，パスタソース
【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，飼料，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】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自
転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又
は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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料

マレーシアハラルコーポレーション株
式会社

05,29,30,31,32

75

食卓に、海のおいしさと、おどろ 通常:
きを。
標準

2012/8/31 2012-070538 株式会社極洋

35

76

ｓｅｌｅｃｔ，＆ ｃｒｅａｔｏｒ．

77

サンスターの 飲む、サラダ。

78

パワーフルーツ

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/8/31 2012-070617 株式会社 大丸松坂屋百貨店

2012/8/31 2012-070623 サンスター株式会社
2012/8/31 2012-070658 サッポロ飲料株式会社

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

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）2012.08.26～2012.09.01.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

79

神郡

通常:
標準

2012/8/31 2012-070660 株式会社坂東太郎

32
80

§長良川∞サイダー

通常

2012/8/31 2012-070692 株式会社金森生糸店

81

ＱＯＭＯＬＵＮＧＭＡ

通常:
標準

2012/8/31 2012-070695 マウント エベレスト リミテッド

82

柚餅子総本家

通常:
標準

2012/8/31 2012-070701 株式会社柚餅子総本家中浦屋

83

白爽涼茶

通常:
標準

2012/8/31 2012-070706 三井農林株式会社

84

満足缶

通常:
標準

2012/8/31 2012-070731 大正製薬株式会社

85

ファイバルーン

通常:
標準

2012/8/31 2012-070732 大正製薬株式会社

32
30,35
05,30,32

05,32
05,32
05,32

86

ＲｅＳＯＤＡ＼リソーダ

通常

2012/8/31 2012-070733 大正製薬株式会社

※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】レストラン・カフェ・コーヒー店及び軽食堂の開業・経営に関するコンサルティング・指
導・助言及び支援，フランチャイズの事業に関する経営の指導及び助言，販売促進又は
営業促進のためのポイントカード・割引付特典カード・払戻分蓄積カード又は優待カードの
発行・清算及び管理，商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画又は運営，広
告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，織物及び寝具類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具
及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤
及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化
粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，燃料
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，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
【32】長良川の水を使用したサイダー，長良川の伏流水を使用したサイダー

【32】アルコール分を含まない飲料，飲料製造用調製品，飲料水，ミネラルウォーター，炭
酸水，ソーダ水，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，シロップ，発泡性飲料用錠
剤，発泡性飲料用粉末，未発酵のぶどう液，ビール製造用ホップエキス，ぶどう液，ビー
【30】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ
【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
【05】茶を主原料とする食餌療法用飲料，医療用茶，医療用薬草茶，茶を主原料とする食
餌療法用食品，茶を主原料とする栄養補助食品，茶を主原料とするサプリメント
【30】茶，茶飲料，ハーブを含有してなる茶・茶飲料，薬草類を含有してなる茶・茶飲料，生
薬を含有してなる茶・茶飲料，各種ビタミン含有してなる茶・茶飲料
【32】茶入り又は茶風味の清涼飲料，茶及びハーブ入り清涼飲料，茶及び薬草入り清涼飲
料，茶及び生薬入り清涼飲料，茶及び各種ビタミン入り清涼飲料
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料

22／31

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.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
05,09,32,35,41

87

ＪＣＯＲＥ

通常:
標準

2012/8/31 2012-070743 カーディオ コア， エルエルシー

35

88

ＰＯＷＥＲ ＬＡＶＥＲ

通常

2012/8/31 2012-070746

株式会社 りょうじゅ
片谷 省三

29,31,32
89

レインボーザウルス

通常

2012/8/31 2012-070762 宮崎県経済農業協同組合連合会

09,16,35,41

90

角川ＥＰＵＢ選書

通常:
標準

2012/8/31 2012-070779

※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。

株式会社角川グループホールディン
グス

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

指定商品・役務
【05】サプリメント，ビタミンを主原料とする粉状の栄養補助食品，液状のサプリメント，食事
代替用いられる食餌療法用飲料，ビタミン剤
【09】インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，フィットネスプログラムを内容とする録音又は録画済み
のＤＶＤ
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，スポーツ用の清涼飲料，スポーツ用アイ
ソトニック飲料のもと，ダイエット用及び健康増進用の飲料水
【35】食事代替として用いられる食餌療法用飲料・サプリメント・粉状の栄養補助食品・ビタ
ミン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（オンラインに
よるものを含む。），スポーツ飲料のもと・清涼飲料の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供（オンラインによるものを含む。），録画済みビデオディスク
及びビデオテープ・フィットネスプログラムを内容とする録音又は録画済みの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（オンラインによるものを含
む。）
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，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，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，インターネット上での広告用スペースの貸与，広告，トレーディングス
タンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報
【29】乳製品，食肉，卵，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削
り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），加工野
菜及び加工果実
【31】野菜，果実，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，種子類，
木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，海藻類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース
【09】硬貨投入式写真シール自動作成機，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用
ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機用
ゲームプログラムを記憶させた記録媒体，その他の業務用テレビゲーム機用プログラム，
写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気ブザー，携帯電話用ストラップ，その
他の電気通信機械器具，ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム，電子計算
機用ゲームプログラム，電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた記録媒体，ダウン
ロード可能な携帯電話用ゲームプログラム，携帯電話用ゲームプログラム，携帯電話用
ゲームプログラムを記憶させた記録媒体，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，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，その他の電子応用機械器具及びその部品，携帯端末装置，未記録の
記録媒体，ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用ゲームプログラム，家庭用テレビ
ゲーム機用ゲームプログラム，家庭用テレビゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた
記録媒体，その他の家庭用テレビゲーム機用プログラム，ダウンロード可能な携帯用液
晶画面ゲーム機用ゲームプログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用ゲームプログラム，携
帯用液晶画面ゲーム機用ゲームプログラムを記憶させた記録媒体，その他の携帯用液
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，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，その他
の録音済み記録媒体 インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽

23／31

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.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

91

ＥＰＵＢ選書

通常:
標準

2012/8/31 2012-070780

株式会社角川グループホールディン
グス

05,32
92

コンドロイン＼Ｃｈｏｎｄｒｏｉｎ

通常

指定商品・役務
【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
の操作，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に
関する情報の提供，新商品に関する情報・映画に関する情報・娯楽に関する情報・飲食店
に関する情報・結婚式場に関する情報及びその他の各種情報の検索代行及び検索結果
【05】サプリメント
【32】清涼飲料

2012/8/31 2012-070786 株式会社ウエルネスジャパン

03,08,09,11,14,16,1 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
8,21,24,25,28,35,39, 剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
41,42,43,45
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ

93

カワイイ区

通常:
標準

2012/8/31 2012-070803

※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。

福岡市
福岡商工会議所

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

や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る）。すき，靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気ア
イロン，電気かみそり及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式
のものを除く。），角砂糖挟み，かつお節削り器，缶切，くるみ割り器，スプーン，チーズスラ
イサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，糸通し
器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち工具に当たるものに限る。），火消し
つぼ，火ばし，護身棒，ヘアアイロン，ピアス用耳穴あけ器，電気式及び非電気式脱毛器
具，ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュアセット，ピッケル，
水中ナイフ，水中ナイフ保持具，パレットナイフ
【09】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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.xls
No.

94

95

商標（見本）

商標

§いきいき＼食卓＼ｉｋｉｋ

匠味錦＼たくみにしき

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

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

29,30,35

【29】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，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
【30】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ，穀物の加工品，穀物の加工品を主材とした惣菜，調理済みの麺類，ぎょうざ，しゅうま
い，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【35】広告業，営農事業の経営に関する指導・助言，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，農業用機械器具の売買契約の媒
介又は取次ぎ，その他の商品の売買契約の媒介又は取次ぎ，商品の売上管理・在庫管
理・物流管理及びこれに関する情報の提供，商品の販売促進・役務の提供促進のための
企画及び運営，広告用具の貸与，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，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，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，薬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，農業用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，その他の農耕用品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，建築材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，太陽熱利用温水器並びにその部品および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
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資
金の貸付け及び手形の割引 内国為替取引 有価証券の売買 外国市場証券先物取

2012/8/31 2012-070819 キリンホールディングス株式会社

2012/8/31 2012-070820 株式会社日清製粉グループ本社

35,36,37,41,44

96

さかい

通常

指定商品・役務

32

2012/8/31 2012-070910 堺市農業協同組合

※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（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

97

新潟からはじまる物語

通常:
標準

2012/8/31 2012-070934

合同会社デザインファームアンドリ
ゾート

98

キラキラ日向夏

通常:
標準

2012/8/27 2012-072371 日本郵便株式会社

99

さわやかシークヮーサー

通常:
標準

2012/8/27 2012-072372 日本郵便株式会社

32,35
32,35
35

100

§Ｗｉｓｓ ［ウィズ］

通常

2012/8/29 2012-073191 株式会社イー・コミュニケーションズ

09,35

101

こん＼献シェルジュ

通常

指定商品・役務
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成
又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は
代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイ
リング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイプライター・テレックス
又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用
具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記
事情報の提供，自動販売機の貸与，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を
一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物
及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務
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
【32】果実飲料
【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，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
【32】果実飲料
【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，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
【35】企業内の各種意識調査，その他意識調査に関わるサービスの提供

2012/8/29 2012-073201 勝呂 裕邦

※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】料理及び料理レシピに関するデータ管理用コンピュータソフトウェア（ダウンロード可
能なものを含む），その他のコンピュータソフトウェア（ダウンロード可能なものを含む），料
理及び料理レシピに関するデータ管理用の携帯電話機用又は携帯情報端末装置用ソフト
ウェア（ダウンロード可能なものを含む），その他の携帯電話機用又は携帯情報端末装置
用ソフトウェア（ダウンロード可能なものを含む），携帯電話機，携帯情報端末装置，電子
計算機，電気通信機械器具，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のソフトウェア（ダウンロード可能なものを含む），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，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム（ダウンロード可能なものを含む。），インター
ネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，映写フィルム，スライド
フィルム，スライドフィルム用マウント，インターネットを利用して受信し、及び保存すること
ができる画像ファイル，ダウンロード可能な映画又は映像，録画済みビデオディスク及び
ビデオテープ
【35】インターネット等の通信ネットワークによる広告，その他の広告，インターネットによる
企業情報の提供，その他の企業情報の提供，インターネットによる商品の販売に関する
情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，インターネットによる商品販売
契約の媒介又は取次ぎその他の商品販売契約の媒介又は取次ぎ，市場調査，財務書類
の作成，職業のあっせん，書類の複製，速記，筆耕，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，文書又は磁気テープのファイリング，建築物に
おける来訪者の受付及び案内，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，コン
ピュータデータベースへの情報収集，飲食料品の小売又は卸売りの業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，インターネット・パソコン通信・ファクシミリ・電話等による産
業・企業調査・市場の分析・研究・評価を含む市場調査及びその結果についての情報の
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No.
102

103

商標（見本）

商標
みかん横丁

サプリ菜

種別
通常:
標準

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/8/27 2012-073250 株式会社いーふぁーまーず

区分

指定商品・役務

35

【35】柑橘類の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供

31,32

【31】野菜（「茶の葉」を除く）
【32】飲料用野菜ジュース

2012/8/30 2012-073604 株式会社おいしい菜

21,29,30,31,32,33,3 【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，化粧用具，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用刷毛，船舶ブラシ，家事用手
5,45

104

§Ｏｍｏｔｅｎａｓｈｉ

通常

2012/8/29 2012-073609 株式会社いわた

21,29,30,31,32,33,3
5,45

105

§Ｏｍｏｔｅｎａｓｈｉ

通常

2012/8/29 2012-073616 株式会社いわた

※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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袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流
し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，
浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し，ろうそく立て，家庭用燃え殻ふるい，石炭入
れ，ねずみ取り器，はえたたき，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩
動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝
室用簡易便器，貯金箱，お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん用ディ
スペンサー，観賞魚用水槽及びその附属品，トイレットペーパーホルダー，花瓶，水盤，ガ
ラス製又は磁器製の立て看板，香炉，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，
シューツリー，コッフェル，ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛
【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 籾米もみ も
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，化粧用具，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用刷毛，船舶ブラシ，家事用手
袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流
し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，
浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し，ろうそく立て，家庭用燃え殻ふるい，石炭入
れ，ねずみ取り器，はえたたき，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩
動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝
室用簡易便器，貯金箱，お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん用ディ
スペンサー，観賞魚用水槽及びその附属品，トイレットペーパーホルダー，花瓶，水盤，ガ
ラス製又は磁器製の立て看板，香炉，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，
シューツリー，コッフェル，ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛
【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 籾米もみ も
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.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

21,29,30,31,32,33,3 【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，化粧用具，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用刷毛，船舶ブラシ，家事用手
5,45

106

Ｏｍｏｔｅｎａｓｈｉ

通常:
標準

2012/8/29 2012-073617 株式会社いわた

35
107

奈良の＼うまいもの

通常

2012/8/29 2012-073631 一般社団法人奈良のうまいもの会

30,35,43

108

￠ＤＥＳ ＲＥＶＥＳ ＴＡＫＡＨＡＳ
通常
ＨＩ

109

ＡＶＡＴＡＲ

通常:
標準

2012/8/29 2012-073634 ▲高▼橋 志郎

30,32
2012/8/29 2012-073642 ブレンドン ジョン レッドファーン
29,30,32,33

110

§ｔｈｅ ３ｒｄ Ｂｕｒｇｅｒ

通常

袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流
し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，
浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し，ろうそく立て，家庭用燃え殻ふるい，石炭入
れ，ねずみ取り器，はえたたき，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩
動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝
室用簡易便器，貯金箱，お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん用ディ
スペンサー，観賞魚用水槽及びその附属品，トイレットペーパーホルダー，花瓶，水盤，ガ
ラス製又は磁器製の立て看板，香炉，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，
シューツリー，コッフェル，ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛
【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 籾米もみ も
【35】奈良県産食材・特産品の広告及び情報の提供，奈良県産素材等を用いた飲食料品・
酒類・農水畜産品の小売又は卸売又はその他販売業務において行われる顧客に対する
便益の提供

2012/8/31 2012-073985 ユナイテッド＆コレクティブ株式会社

※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，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，即席菓子のもと，食用粉類
【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，
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，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，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，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
【43】飲食物の提供，加熱器の貸与，食器類の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与
【30】薬用でないのど飴，ハーブ飲料（医療用のものを除く），ハーブティー（医療用のもの
を除く），はちみつ，ロイヤルゼリー，プロポリス
【32】ビール，エネルギー補給のための清涼飲料，一般用及びスポーツ用アイソトニック飲
料，スポーツ用の清涼飲料，果実飲料
【29】乳製品，食肉，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，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，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
【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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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,41,43

111

あいあいパーク

通常:
標準

2012/8/29 2012-073998

112

ゆるらぎ癒楽

通常:
標準

2012/8/30 2012-074005 株式会社毛髪クリニックリーブ２１

113

114

天草海まる

とうふ工房＼豆が辻

通常

通常

宝塚山本ガーデン・クリエイティブ株
式会社

通常

2012/8/31 2012-074417 中外医薬生産株式会社

116

京紅トマト

通常:
標準

2012/9/1

通常

【29】うに，加工水産物
【35】水産加工食料品の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する利便の提
供
【43】アルコール飲料を含む飲食物の提供

29,35

【29】木綿豆腐，ごま豆腐，豆乳，生湯葉，厚あげ，生揚げ，油あげ，がんもどき，絹ごし豆
腐，ざる豆腐，寄せ豆腐，五目厚あげ，おからコロッケ，おからハンバーグ，豆腐ハンバー
グ，味噌漬け豆腐，豆腐ステーキ
【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

05,32

【05】薬剤
【32】清涼飲料

31,32

【31】トマト
【32】トマトジュース

29,30,32,33

【29】ジャム
【30】ようかん，ゼリー菓子
【32】果実飲料
【33】果実酒

2012/8/31 2012-074386 企業組合豆が辻

喝

やんばる＼山ぶどう

29,35,43
2012/8/29 2012-074009 株式会社天草海食まるけん

115

117

32

2012-074426 百田 寛史

2012/8/31 2012-074433 大城 むつみ

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

指定商品・役務
【35】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，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，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，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，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，農耕用品の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，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，建築材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 宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行わ
【32】植物抽出ミネラルを配合したミネラルウォーター

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

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

118

ぽんゆう＼朋友

通常

2012/8/31 2012-074436 株式会社白虎コーポレーション

119

潤雫

通常:
標準

2012/8/31 2012-074441 株式会社ボンヌコーポレーション

120

図形商標

通常

区分

【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

32

【32】清涼飲料，果実飲料，乳性飲料

35,43

【35】寝具類・洋服・コート・和服・げた・草履類・かばん類・身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類・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。）・野菜及び果実・菓子及びパン・味噌・醤油・食酢・そば
つゆ・ドレッシング・焼き肉のたれ・はちみつ・シロップ・米穀類・牛乳・果実飲料・茶・肉製
品・加工水産物・穀物の加工品・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・ぎょうざ・しゅうまい・すし・弁当・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，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，照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，食器類・膳・鍋敷き・はし・盆・まな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，化粧品・せっけん類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，香料・書画・ステンドグラス・木製彫刻・壁掛け・組みひもの小売又
は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】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).
【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分を含まない飲料，果
実飲料及び果汁，シロップその他の飲料製造用調製品
【33】アルコール飲料（ビールを除く。）

2012/8/28 2012-078454 社団法人青森県物産振興協会

32,33
121

122

123

§ＺＥＯ

ｇｉｍＭｅ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

§Ｌａ ｎｏｉｘ ｇａｉｌｌａｒｄｅ＼ＢＹ Ｆ マド
ＲＵＩＴＳ ＤＥＬＩＣＥ∞Ｌｅｓ ｆｒｕｉｔ プロ:
ｓ ｓｅｃｓ ｑｕｉ ｏｎｔ ｄｕ ｇｏｕｔ 通常

指定商品・役務

32

2012/8/30 2012-359067 Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｎ．Ｖ．

29

【29】Roasted edible seaweed; snacks featuring edible seaweed.
【29】食用のあぶった海草，食用の海草を特徴とするスナック食品

29,30,31

【29】Prepared nuts; walnut oil; jellies, jams, compotes containing nuts; nut butter; canned
nuts; spread containing nuts.
【30】Pastry and confectionery containing nuts; nut paste, pistachios and other dried
fruits; walnut kernels; edible ices containing nuts.
【31】Nuts, nut kernels, hazelnuts, pistachios, coconuts and other dried fruits.
【29】加工済みナッツ，くるみ油，ゼリー，ジャム，ナッツ入りコンポート，ナッツバター，ナッ
ツの缶詰，ナッツ入りのスプレッド
【30】ナッツ入りのペストリー（生地）及び菓子，ナッツのペースト，ピスタチオ及び他の乾燥
処理をした果実，くるみの実，ナッツ入りの氷菓
【31】ナッツ，ナッツの実，ヘーゼルナッツ，ピスタチオ，ココナッツ及び他の乾燥した果実

2012/8/27 2012-359475 Ｇｉｍｍｅ Ｈｅａｌｔｈ Ｆｏｏｄｓ ＬＬＣ

2012/8/28 2012-359668

※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。

ＦＲＵＩＴＳ ＤＥＬＩＣＥ ＢＹ ＹＡＲＤＥＮ
ＪＵＳ ＤＥ ＦＲＵＩＴＳ
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30／31

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.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
29,30,31,32

124

￠Ｆｒｕｉｔｓ ｄｅｌｉｃｅ

マド
プロ:
通常

ＳＣＨＮＡＰＰＳＢＥＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/28 2012-359673 ＹＡＲＤＥＮ ＪＵＳ ＤＥ ＦＲＵＩＴＳ

32
125

マド
プロ:
通常

126

127

128

129

§Ｓｎｏｆｒｉｓｋ

§Ｓｎｏｆｒｉｓｋ

ＩＰＳＣＡＰＥ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/29 2012-359875

指定商品・役務
【29】Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
compositions made of dried and/or cooked fruit; canned and/or prepared fruit.
【30】Beverages based on cocoa, coffee, chocolate or tea.
【31】Agricultural, horticultural and forestry products, neither prepared, nor processed;
fresh fruits and vegetables; citrus fruit.
【32】Fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages;
fruit nectars.
【29】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，乾燥処理及び／又は調理済みの果実からなる合成物，缶詰の及び／又は調理済
みの果実
【30】ココア・コーヒー・チョコレート又は茶をベースとする飲料
【31】農業・園芸及び林業製品（加工若しくは処理されたものを除く。），生鮮の果実及び野
菜，柑橘類
【32】Beers.
【32】ビール

ＣＺＥＣＨ ＢＥＶＥＲＡＧＥ ＩＮＤＵＳＴ
ＲＹ ＣＯＭＰＡＮＹ ａ．ｓ．

29

【29】Cheese.
【29】チーズ

29

【29】Cheese.
【29】チーズ

29

【29】Cheese.
【29】チーズ

35,38,42

【35】Business support services; business management services; business administration;
marketing; advertising.
【38】Telecommunications services; message storage, retrieval and transmission
(telecommunications); providing telecommunications connections to a global computer
network including voice over Internet protocol (VOIP); switching network services
(telecommunications); telecommunications information and advisory services;
telecommunications consultancy; telecommunications routing and junction services;
telecommunications security (providing secure connections and access including to
computers and the global computer network); provision of telecommunication information;
call centre services (electronic call diversion and messaging).
【42】Information technology (IT) services (computer hardware, software and peripherals
design and technical consultancy); design and development of computer hardware and
software; computer disaster recovery services including disaster recovery services for
data communications systems; computer support services and provision of computer

2012/8/30 2012-360456 Ｔｉｎｅ ＳＡ

2012/8/30 2012-360719 Ｔｉｎｅ ＳＡ

2012/8/30 2012-360812 Ｔｉｎｅ ＳＡ

2012/8/27 2012-361725 ＩＰｓｃａｐｅ Ｐｔｙ 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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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.26～2012.09.01.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

マド
プロ:
通常

130

2012/8/30 2012-361729 ＲＳＭ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ

指定商品・役務
【35】Accountancy services and advisory and consultancy services in the field of
accountancy.
【36】Financial services and advisory and consultancy services in the field of financial
services.
【35】会計処理及び会計の分野での助言
【36】金融又は財務に関する役務の提供並びに金融又は財務の分野での助言

35,36,37,41,43,44,4 【35】Public relation, namely prevention work, in particular to prevent child abuse and
hunger.
5

131

マド
ＬＹＯＮＥＳＳ＼ＣＨＩＬＤ ＆ ＦＡ
プロ:
ＭＩＬＹ＼ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ
通常

2012/8/27 2012-361745 Ｌｙｏｎｅｓｓ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ＧｍｂＨ

35,38

132

ｗｉｋｉｍａｒｘ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/29 2012-361746 Ｄｒ． Ｒａｌｆ Ｂｏｌｔｅｎ

※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/

【36】Financial support for the poor.
【37】Construction of education and care centers, orphanages and schools.
【41】Education; training; entertainment; sporting and cultural activities; organization of
competitions; operation of education centers and schools; operation of orphanages for
the education and training of children and juveniles.
【43】Operation of orphanages for the accommodation and boarding of children and
juveniles.
【44】Therapeutic assistance.
【45】Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals,
namely the provision of personal assistance for the poor.
【35】広報活動の企画、すなわち予防的作業、特に児童虐待及び飢餓の予防
【36】貧困者のための金融又は財務に関する支援
【37】教育用及びケア用センター・児童養護施設及び学校の建設
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，訓練の提供，娯楽の提供，スポーツ及び文化活
動，競技会の運営，教育センター及び学校の運営，子供及び年少者の教育用及び訓練用
の児童養護施設の運営
【43】子供及び年少者の宿泊施設用及び下宿用の児童養護施設の運営
【44】治療の援助
【35】Dissemination of advertisements for third parties over the Internet; online
advertising on a computer network; rental of advertising space on the Internet;
management of computer files; compiling, collecting, updating and systemizing texts in
computer databases; collection of texts in computer databases.
【38】Operation of a telecommunication network for communication by providing access to
and forwarding of texts, especially contract texts on the Internet; providing access to
computer databases in computer networks and on the Internet; providing access to
online publications for the editing of and the common work on texts and contract texts;
electronic transmission of texts, especially contract texts through the Internet and other
databases.
【35】インターネット上での広告の配信（第三者のためのこと），コンピュータネットワークに
おけるオンラインによる広告，インターネット上の広告スペースの貸与，コンピュータファイ
ルの管理，コンピュータデータベースでのテキストの編集・収集・更新及び構築化，コン
ピュータデータベースのテキストの編集
【38】テキスト、特にインターネット上の契約テキストへのアクセス及び転送の提供による通
信用電気通信ネットワークの運営，コンピュータネットワーク及びインターネットのコン

