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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

商標

種別

ＢＩＨＡＤＡＫＡＤＥＮ＼美肌花伝 通常

ＤＲＥＡＭＴＡＬＥ＼ＫＵＢＥＡＲ∞
通常
Ｋ∞Ｂ

ＤＲＥＡＭＴＡＬＥ＼ＫＵＢＥＡＲ∞
通常
Ｋ∞Ｂ

出願日

2012/9/3

2012/9/3

2012/9/3

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】せっけん類，シャンプー，歯磨き，化粧品，香料，薫料，家庭用脱脂剤，染み抜きベン
ジン，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤
【05】薬剤，入浴剤，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮変質剤，サプリメント，衛生マスク，
医薬用ラクトース
【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
エキス

32

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

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

2012-070976 株式会社ＭＯＯＣＡＬ

2012-071006 株式会社サンリオ

2012-071009 株式会社サンリオ

05,32
4

美弾

通常

2012/9/3

※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

03,05,32

2012-071044 日本水産株式会社

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

14,16,30,31,32,33,3 【14】ピアス，イヤリング，ネックレス，ペンダント，ブレスレット，ブローチ，指輪，ネクタイピ
ン，カフスボタン，キーホルダー，キーリング，身飾品
5,41,43

5

§苺∞苺一愛

通常

2012/9/3

2012-071045

鈴木 洋充
遠藤 千晶

05,32
6

7

8

美弾力

海の美弾力

Ｗのキレイ

通常

通常

通常

2012/9/3

2012/9/3

2012/9/3

※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。

【16】はがき，絵はがき，カード，立体押し花カード，便せん，絵画，書画の巻物，印刷物，
絵入り印刷物，書籍，雑誌，出版物，絵画作品集，画集，テキスト，パンフレット，ハンド
ブック，カタログ，教材（器具に当たるものを除く。），文房具，絵画材料，絵画用具，アルバ
ム，カレンダー，シール，ステッカー，ポスター，ラベル（織物製のものを除く。）
【30】パン，菓子，アイスクリーム，氷菓，茶，茶飲料
【31】押し花，花，生花，植物，花束，プリザーブドフラワー，ドライフラワー，果実，生花の
花輪，プリザーブドフラワーの花輪，ドライフラワーの花輪
【32】果実エキス（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），果肉飲料（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，
飲料用シロップ，乳清飲料，ビール，フルーツ風味のビール
【33】果実入りアルコール飲料，果実のエキス（アルコール分を含むもの），果実酒，カクテ
ル，リキュール，日本酒，蒸留酒，洋酒，焼酎，泡盛
【35】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，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，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，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，絵葉書の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，絵画及び掛け軸の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ビーズアクセサリー用ビーズ
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，被服用アクセサ
リ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，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，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，キーホルダー・キーリン
グの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【41】美術の教授及びそれに関する情報の提供 技芸・スポーツ又は知識の教授 芸術の
【05】サプリメント，コラーゲン又はエリスリトールを主成分とする液体状の加工食品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012-071046 日本水産株式会社

05,32

【05】サプリメント，コラーゲン又はエリスリトールを主成分とする液体状の加工食品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

05,32

【05】サプリメント，コラーゲン又はエリスリトールを主成分とする液体状の加工食品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012-071048 日本水産株式会社

2012-071050 日本水産株式会社

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
16,20,35,42

9

ｃａｓｕａｌｏｆｆｉｃｅ＼カジュアルオ
フィス

通常

涼爽茶

通常:
標準

2012/9/3

2012-071068 プラス株式会社

05,30,32
10

2012/9/3

2012-071080 三井農林株式会社
29,30,31,32

11

§ＧＬＹＣＥＭＩＣ ＩＮＤＥＸ ＦＯＵ
ＮＤＡＴＩＯＮ∞ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ∞Ｌ 通常
ＯＷ＼Ｇ

2012/9/3

2012-071197 グリセミック インデックス リミテッド

30,35,43

12

こころ ころころ＼ｃｏｃｏｒｏ ｃｏｒ
通常
ｏｃｏｒｏ

2012/9/3

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

2012-071200 株式会社新保哲也アトリエ

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

指定商品・役務
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙類，文房具類，印刷物
【20】家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ
【35】商品の販売に関する情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品
を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織
物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，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，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具
及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤
及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化
粧品・歯磨き及びせっけ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
【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，各種ビタミンを含有してなる茶・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
【29】食肉，魚（生きているものを除く），家禽肉，食用鳥獣肉，肉エキス，保存処理・乾燥処
理・調理をした果実・野菜，食用ゼリー，ジャム，フルーツソース，卵，牛乳，乳製品，ヨー
グルト，大豆，豆腐，食用油脂，スープ，調理用ポテトチップ
【30】フルーツを主原料とする棒状の食品（菓子），米，タピオカ，サゴ，脱穀済みの大麦，
調理済のクスクス，調理済のポレンタ，パスタ，めん類，ココア，穀物を主原料とする粉状
の加工食品，コーンフレークその他の朝食用穀物食，シリアルを主原料とする棒状の食品
（菓子），穀物を主原料とする棒状の食品（菓子），パン，ペストリー，ケーキ，マフィン，パ
ンケーキ，ワッフル，ホットケーキ，ビスケット，ミートパイ，菓子，ソーセージ入りのパイ菓
子，ピザ，氷菓，はちみつ，糖蜜，酵母，ベーキングパウダー，食塩，マスタード，食酢，
ソース（調味料），香辛料，氷，ポップコーン，フルーツを使用したパイ，ドレッシング
【31】果実，野菜，殻付きナッツ，あわ・きび・ごま・とうもろこし・ひえ・麦・もろこし・その他の
穀物（米を除く。），種子類，小麦
【32】ビール，鉱泉水，炭酸水，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用シロップその他の飲
料製造用調製品
【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，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
【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
【43】宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，会議室の貸与，展示施
設の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用食器洗
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No.

13

14

商標（見本）

商標

種別

ＳＭＡＲＴ ＡＧＩＮＧ＼スマートエ
通常
イジング

ＳＭＡＲＴ ＡＧＩＮＧ＼スマートエ
通常
イジング

出願日

2012/9/3

2012/9/3

出願番号

出願人／権利者

指定商品・役務
【35】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，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，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

32

【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

35,37,42

【35】事業化に関する市場調査，企業化又は新規事業に関する調査・分析・診断・指導，工
場経営に関する診断及び指導，生産性向上に関する経営上の指導及び助言，生産設備
の改修・改善に関する経営上の助言及び指導，事業に関する診断・指導及び助言，経営
の診断又は経営に関する助言，経営の管理，市場調査又は分析，商品の販売に関する
情報の提供，事業の運営及び管理，ホテルの事業の管理，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，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
に関する指導及び助言，商品の通信販売の取次ぎ，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，一般会社事務・受付・秘書・経理事
務・事務用機器の操作・データ入力，一般事務処理の代行，文書又は磁気テープのファイ
リング，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
子計算機によるファイルの管理，電子計算機による情報検索事務の代行，コンピュータ
データベースへの情報構築及び情報編集，電話の取次ぎの代行，建築物における来訪
者の受付及び案内，電子計算機用プログラム及びその他の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，広告業，トレーディングスタンプ
の発行，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，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，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動
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
【32】ミネラルウォーター，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール，ビール製造
用ホップエキス，乳清飲料

2012-071201 オルビス株式会社

2012-071211 オルビス株式会社

千代田システムテクノロジーズ株式
会社

15

§ＥＳＴ

通常

2012/9/3

2012-071214

16

Ｖａｎａｔｕｒａ

通常:
標準

2012/9/3

2012-071225 中村 桂一郎

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

区分
35

32

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）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,29,30,32,35

17

リリョウ＼理療

18

春便り

19

夏便り

20

秋便り

21

冬便り

22

あさぎりの水

23

24

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

ホームランショット＼Ｈｏｍｅｒｕｎ
通常
Ｓｈｏｔ

Ｒａｎｄｙ Ｂａｓｓ

通常

2012/9/4

2012-071371 大木製▲薬▼株式会社

2012/9/4

2012-071375 日清ヨーク株式会社

2012/9/4

2012-071376 日清ヨーク株式会社

2012/9/4

2012-071377 日清ヨーク株式会社

2012/9/4

2012-071378 日清ヨーク株式会社

2012/9/4

2012-071415 酒井 孝則

2012/9/4

2012/9/4

※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

【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，プロテインを主原料とする液体状の加工食品，プロテインを主成分とする粒
状・顆粒状・液状・錠剤状・粉末状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品，レシチン・
ビタミン・プロテイン・ミネラルを主成分とする顆粒状および粉状の加工食品，植物を主原
料としプロテインを含有する粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食
品，茶・コーヒー豆・穀物を主原料としプロテインを加味してなる粉状・粒状・錠剤状・カプセ
ル状・液体状・ゼリー状の加工食品，その他のサプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法
用食品，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。）
【29】プロテイン入り食用油脂，その他の食用油脂，プロテインミルク（アルブミン乳），その
他の乳製品，プロテイン入りカレー・シチュー又はスープ，プロテイン入りカレー・シチュー
又はスープのもと，その他のカレー・シチュー又はスープのもと，プロテイン入り食用たん
ぱく，その他の食用たんぱく，加工野菜及び加工果実，豆，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，豆乳，豆腐，納豆
【30】プロテイン入りアイスクリームのもと，プロテイン入りシャーベットのもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，プロテイン入りコーヒー及びココア，コーヒー，ココア，プロテ
イン入り穀物の加工品，その他の穀物の加工品，プロテイン入り即席菓子のもと，その他
の即席菓子のもと，プロテイン入り茶，その他の茶，調味料，食用グルテン
【32】プロテインを加味した果実飲料，プロテインを加味した清涼飲料，プロテインを含む清
涼飲料，プロテインを含有する飲料水，プロテインを含有する鉱泉水，プロテインを含有す
る炭酸水，プロテイン入りの清涼飲料（コーヒーシロップを除く。），清涼飲料，果実飲料，
飲料用野菜ジュース プロテインを含有する乳清飲料 その他の乳清飲料
【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，乳清飲料

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，乳清飲料

32

【32】ミネラルウォーター

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

29,30,32

【29】肉製品，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】調味料，香辛料，パスタソース
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012-071427 ランディ・ウィリアム・バース

2012-071428 ランディ・ウィリアム・バース

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）2012.09.02～2012.09.08.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
29,30,33,35,43

25

しち十二候

通常

2012/9/4

2012-071430 有限会社典座舎

05,28,32
26

立体商標

通常:
立体

2012/9/4

2012-071453 興和株式会社

27

美肌トマト３姉妹

通常:
標準

2012/9/4

2012-071454 パイオニアエコサイエンス株式会社

29,30,31,32

29,30,35,41,43,44,4
5

28

ＨＯＴＥＬ椿山荘ＴＯＫＹＯ

通常:
標準

2012/9/4

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

2012-071471 藤田観光株式会社

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

指定商品・役務
【29】魚介類を主材とするおせち料理の詰め合わせ，肉を主材とするおせち料理の詰め合
わせ，卵を主材とするおせち料理の詰め合わせ，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介
類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒
天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），
かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼き
のり，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，みそ，ウースターソース，グレービーソー
ス，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マ
ヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう
糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，うま味調味料，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
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【35】フランチャイズの事業の運営及び管理，フランチャイズ加盟店の経営の診断又は経
営に関する助言，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
【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，耳帯，眼帯，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，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【28】遊戯用器具，囲碁用具，将棋用具，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，マージャン用具，ビリヤード
用具，おもちゃ，人形，運動用具，スキーワックス，釣り具，
【32】清涼飲料，果実飲料
【29】加工トマト，冷凍トマト
【30】トマトを原材料に含む調味料
【31】トマト，トマトの種子，トマトの苗，トマトの苗木
【32】トマトを原材料に含む果実飲料，トマトを原材料に含む飲料用野菜ジュース
【29】乳製品，銀鱈の西京味噌漬け，ちりめんじゃこ，肉製品，加工水産物，しいたけの佃
煮，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，
レトルトカレー，スープ，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，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ，即席菓子のもと
【35】ポイントカードの発行，トレーディングスタンプの発行，記念品・贈答品の売買契約の
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，ガイドのあっせん，通訳のあっせん，ベビーシッターの
あっせん，職業のあっせん，速記，筆耕，複写機による書類の複製，書類の複製，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，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の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，生理用
ナプキン及び生理用パンティの小売又は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，生花及びアレンジした生花の小売又は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，葉書の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供 新聞及び雑誌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

29

山本山

通常

2012/9/4

2012-071473 株式会社山本山

30

Ｗａｔｅｒ Ｖｅｇｅ

通常:
標準

2012/9/4

2012-071477 キッコーマン株式会社

ボーンライト

通常:
標準

31

2012/9/4

区分

【35】海苔・ふりかけ・お茶漬けのり・海苔の佃煮等の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，茶の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，菓子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，清涼飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，茶碗など茶器として使用する台所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

32

【32】ビール，清涼飲料，豆乳飲料，果実飲料，豆乳を使用した果実飲料，飲料用野菜
ジュース，豆乳を使用した飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホップエキス

03,05,32

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【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，耳帯，眼帯，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，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【29】保存加工をした果実，保存加工をした野菜，乾燥果実，乾燥野菜，加熱調理をした果
実，加熱調理をした野菜，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜
【30】菓子，パン
【31】果実，野菜，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，糖料作物，麦芽
【32】果実飲料，清涼飲料，飲料用野菜ジュース

2012-071505 興和株式会社
29,30,31,32

32

§Ｃｈｉｑｕｉｔａ＼Ｔｏ Ｇｏ

通常

2012/9/4

2012-071574 チキータ ブランズ エルエルシー

35,39

33

ＬＯＶＥ ＬＥＴＴＥＲ

通常:
標準

2012/9/4

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

指定商品・役務

35

2012-071575 アッシュ・ぺー・フランス株式会社

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

【35】ガラス製又は陶磁器製の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，家庭用包装フィルム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，皮革製の包装用容器及び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，金属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，紙製又は合成樹脂製の包装用容器及び包装用袋の小売又
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，プラスチック製包装用容器及
び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，ビニー
ル製包装用容器及び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，ポリエチレン製の包装用容器及び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，籐製かご及び竹製の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，布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，木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，紙製包装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，布製包装用リボ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，包装用ビニールテー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，包装用若しくは梱包用のテープの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，包装用粘着テープの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，包装用又は結束用の金属製バンド
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，贈り物包装用の
テープ又はリボ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，合
成樹脂製包装用緩衝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，紙製包装用緩衝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，ゴム製包装用緩衝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 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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,35,41

34

美レンジャー

通常

2012/9/4

2012-071607 株式会社小学館

35,43
35

★ＳＰＡＧＨＥＴＴＩ★ＳＰＡＧＨＥＴ
ＴＩ★ＳＰＡＧＨＥＴＴＩ★ＳＰＡＧＨＥ 通常
ＴＴＩ∞かぜ＼ナポリの旋風

2012/9/4

2012-071609

ジェイアール東日本フードビジネス株
式会社

05,30,32
36

加多寳

優先

2012/9/4

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

2012-071613

指定商品・役務
【09】家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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，携帯電話用ストラップ及びネックピース，その他の電気
通信機械器具，マウスパッド，チャット等の通信機能を有する電子計算機用プログラム，
携帯電話機用ゲームプログラム，電子計算機用ゲームプログラム，コンピュータソフトウェ
ア（記憶されたもの），その他の電子応用機械器具及びその部品，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，ダウンロード可能な音声及び音楽，レ
コード，録画済みのコンパクトディスク，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，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，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・静止画像・動画像その他の画像，録音済又は録
画済の磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＡ
Ｍ及び磁気テープその他の記録媒体，ダウンロード可能な電子雑誌，ダウンロード可能な
電子書籍，検索ソフトウェア内蔵の電子出版物，携帯電話機で閲覧可能な電子出版物，
その他の電子出版物
【35】インターネット・電子メール又は携帯電話等移動端末による広告，美容に関する広告
の企画及び助言，広告宣伝物の企画及び制作，その他の広告業，インターネットウエブサ
イトにおける広告用スペースの提供，商品の販売促進・役務の提供促進のために電子
メールで配信されるクーポン券の発行，商品の販売促進・役務の提供促進のための懸賞
もしくはプレゼントの応募の実施，美容に関する商品の販売情報の提供，経営の診断又
は経営に関する助言，販売戦略に関する指導及び助言，商品の販売契約の取次ぎ又は
媒介，美容に関する市場調査，マーケティングに関する指導及び助言，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，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，講演会及びセ
ミナーへの講師のあっせん及びこれに関する情報の提供，美容モデルのあっせん，派遣
による職業のあっせん 雑誌記事情報の提供 通信による新聞・雑誌記事情報の提供
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【43】飲食物の提供

ジェイディービー インターナショナル
グループ カンパニー リミテッド

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

【05】漢方薬，薬剤及び獣医科用剤，医療用の衛生剤，食餌療法用食品・飲料・薬剤，乳
幼児用食品，膏薬，ばんそうこう，包帯，ガーゼ，歯科用充てん材料，歯科用ワックス，消
毒剤，有害動物駆除剤，殺菌剤，除草剤
【30】茶，ハーブティーその他の茶，コーヒー，ココア，砂糖，米，タピオカ，サゴ，代用コー
ヒー，穀粉及び穀物からなる加工品，パン，ペストリー及び菓子，氷菓，はちみつ，糖蜜，
酵母，ベーキングパウダー，食塩，マスタード，酢，ソース（調味料），香辛料，氷
【32】飲料，飲料製造用調製品，ビール，ミネラルウォーター，炭酸水及びアルコールを含
有しないその他の飲料，果実飲料及び果汁，シロップ，その他の飲料製造用調製品
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.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
35,42

37

図形商標

通常

2012/9/4

2012-071627 ▲高▼山 達夫

35,42

38

図形商標

通常

2012/9/4

2012-071628 ▲高▼山 達夫

32
39

瑞

通常

2012/9/5

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

2012-071715

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

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，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，身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，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，美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，家庭用電気マッサージ器の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，スピーカ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，電気通信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，電子計算機用プログラムの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，
運動用特殊衣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，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
【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，身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，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，美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，家庭用電気マッサージ器の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，スピーカ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，電気通信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，電子計算機用プログラムの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，
運動用特殊衣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，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
【32】清涼飲料，果実飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

40

41

42

43

44

45

46

商標（見本）

商標

遥

調

戀

あんだんて

星の雫

季の滴

夢の雫

種別

通常

通常

通常

通常

通常

通常

通常

出願日

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

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

出願番号

2012-071716

2012-071717

2012-071718

2012-071719

2012-071720

2012-071721

2012-071722

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

32

【32】清涼飲料，果実飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

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）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

47

48

49

50

51

商標（見本）

商標

香恋

茶一

茶爽

香音

ＶＥＲＴ ＤＥ ＶＥＲＴ

52

さと＼お郷ちゃん

53

富士の極み

54

日田のせせらぎ

55

種別

通常

通常

通常

通常

通常

通常

通常:
標準
通常:
標準

クリアクオリティ＼Ｃｌｅａｒ Ｑｕａｌｉ
通常
ｔｙ

出願日

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

出願番号

2012-071723

2012-071724

2012-071725

2012-071726

2012-071727

出願人／権利者

32

【32】清涼飲料，果実飲料

30,32

【30】茶，コーヒー，ココア，氷
【32】清涼飲料，果実飲料

30,32

【30】茶，コーヒー，ココア，氷
【32】清涼飲料，果実飲料

30,32

【30】茶，コーヒー，ココア，氷
【32】清涼飲料，果実飲料

35

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

32

【32】ミネラルウォーター

32

【32】大分県産のミネラルウォーター

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

2012-071760 株式会社かほく・上品の郷

2012/9/5

2012-071763 ナチュラルウォーター株式会社

2012/9/5

2012-071764 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。

指定商品・役務
【32】清涼飲料，果実飲料

日本高圧電気株式会社
株式会社ジャテックス

2012/9/5

2012/9/5

区分
32

2012-071777 アサヒ飲料株式会社

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）2012.09.02～2012.09.08.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

56

ココカラファイン ヘルスケア

通常

2012/9/5

2012-071808 株式会社ココカラファイン

03,08,09,11,12,14,1
6,18,20,21,24,25,26,
27,28,30,32,33,35,4
1,42

57

Ｖ

通常

2012/9/5

2012-071809 株式会社横浜ＤｅＮＡベイスターズ

32
58

Ｐｒｏｍｅｄｉａｌ∞Ｅｖｉｄｅｎｃｅｄ Ｂａ
通常
ｓｅ

2012/9/5

2012-071815 ロート製薬株式会社

59

ＯｌｉｇｏｎｏｌＳＰＯＲＴＳ

通常:
標準

2012/9/5

2012-071832 カスタムプロデュース株式会社

60

ＣＵＳＴＯＭ Ｂｏｄｙ Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ

通常:
標準

2012/9/5

2012-071833 カスタムプロデュース株式会社

※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。

05,16,32
05,16,32

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

指定商品・役務
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報
の提供，広告の企画・その他の広告業，トレーディングスタンプの発行，職業のあっせん，
求人情報の提供，財務書類の作成，輸出入に関する事務の代理又は代行，文書又は磁
気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，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，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，衣類用圧縮保存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，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，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・
貴金属製靴飾り・靴用ろう引き縫糸・靴飾り（貴金属製のものを除く。）・靴はとめ・靴ひも・
靴ひも代用金具の小売又は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，うちわ・扇
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，ガーター・靴下止
め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，身飾品（「カフスボタン」を除く。）・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・腕章の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，ヘアークリップ・ヘアーゴム・その他の頭飾品の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ボタン類・カフスボタンの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，歯ブラシ・舌クリーナー・家
庭用手動式美容マッサージローラー・頭皮マッサージ用ブラシ・化粧用具（「電気式歯ブラ
シ」を除く。）・つけづめ・ネイルカラー・ネイルアート用ステッカー・つけまつ毛・化粧用コット
ン・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・毛抜き・耳か
【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，人工軽石，
つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【08】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，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
【09】携帯電話用ストラップ及び鎖，携帯電話用クリーナー付きストラップ，携帯電話用ハン
ズフリー装置，携帯電話用ホルダー，電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用マ
ウス，電子計算機用マウスパット，眼鏡，眼鏡用ストラップ及び鎖，家庭用テレビゲーム機
用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ
－ＲＯＭ，野球用ヘルメット及びその他の運動用保護ヘルメット，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
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄
水器，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，懐炉，懐炉用灰，湯
たんぽ
【12】車椅子，船舶並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，
自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品，
人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，乳母車
【14】貴金属，宝石及びその原石並びに宝玉の模造品，図柄を印刷したプラスチックプ
レート又は小型のマスコット人形・ミニヘルメット・ミニバット・ミニサインボールなどのプラス
チック製装飾物を付けたチェーン等の金属製連結部材を金属製リングに遊嵌したキーホ
ルダー 首に下げて使用するマスコット付きキーホルダー 静電防止器付きキーホル
【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

【05】サプリメント
【16】紙類，文房具類，印刷物
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【05】サプリメント
【16】紙類，文房具類，印刷物
【32】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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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

61

62

商標（見本）

商標

ＧＬＡＣＩＥＲ

種別

通常

出願日

2012/9/5

出願人／権利者

通常

63

ワンバイワン

通常:
標準

2012/9/5

2012-071854 興和株式会社

64

ユーヘルプ

通常:
標準

2012/9/5

2012-071856 興和株式会社

65

ワンデー

通常:
標準

2012/9/5

2012-071858 興和株式会社

67

68

￠アンポルトピエス＼Ｅｍｐｏｒｔｅ
通常
‐ｐｉｅｃｅ

松竹梅

匠味錦＼たくみにしき

通常

通常

区分

【32】飲料水，ミネラルウォーター及び鉱泉水，ソーダ水，果汁飲料，炭酸水，果実飲料（ア
ルコール分を含まないもの），飲料用蒸留水，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，乳清飲料

03,05,32

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【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，耳帯，眼帯，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，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【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，耳帯，眼帯，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，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】清涼飲料，果実飲料
【30】茶，コーヒー，ココア，氷
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

2012-071847 興和株式会社

05,32

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

30,32
35

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

29,30,31,32

【29】お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物
【30】茶，コーヒー，ココア，調味料（「角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう
糖・粉末あめ・水あめ」を除く。），コーヒー豆，酵母，イーストパウダー，こうじ，ベーキング
パウダー，即席菓子のもと，酒かす
【31】食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，糖料作物，麦芽，飼料
【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
【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

2012-071885 イトウ製菓株式会社

2012-071897 宝ホールディングス株式会社

2012-071932 イニシオフーズ株式会社

05,29,30,31,32

69

§シーマルシェ

通常

2012/9/5

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

指定商品・役務

32
2012-071842 新疆格莱雪氷川水制造有限公司

キャベ＼ＣＡＢＥ

66

2012/9/5

出願番号

2012-071933 株式会社極洋

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

16／33

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,29,30,31,32

70

§Ｓｅａ Ｍａｒｃｈｅ

通常

2012/9/5

2012-071935 株式会社極洋

71

ボンヌ・ジュルネ

通常:
標準

2012/9/5

2012-071957 佐藤 太一

72

朝勝つ

通常:
標準

2012/9/5

2012-071966

ソシエテ・デ・プロデュイ・ネスレ・エ
ス・アー

35
30,32

35
73

食卓会議

通常:
標準

2012/9/5

2012-071969 ヒューマンライツ株式会社
35

74

§ＴＨＥ ＦＩＮＥＳＴ ＴＥＡＳ ＯＦ
ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ∞ＭＥＬＡＮＧＥ
Ｓ ＥＸＱＵＩＳ∞ＭＩＬＬＥＳＩＭＥＳ
通常
Ｄ’ＥＸＣＥＰＴＩＯＮ∞１８３７＼Ｔ
ＷＧ＼ＴＥＡ∞ＧＲＡＮＤＳ ＣＲＵ
Ｓ ＰＲＥＳＴＩＧＥ

2012/9/5

2012-071970

ティーダブリュージー ティー カンパ
ニー ピーティーイー リミテッド

30,35

75

図形商標

通常

2012/9/5

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

2012-071994 関製菓株式会社

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

指定商品・役務
【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】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【30】ココア・ミルク・麦芽からなる粉末飲料，ココア，コーヒー，菓子，パン，アイスクリーム
のもと，シャーベットのもと，穀物の加工品，即席菓子のもと，茶，調味料
【32】麦芽エキス入り粉末飲料，ココアを混入した麦芽飲料，アルコールを含まない麦芽飲
料，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，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，飲食料品の販売に関する情
報の提供，飲食料品の販売に関する売買契約の取次，飲食料品の販売促進のための企
画，飲食店に関する経営の診断又は経営に関する助言，飲食物提供事業の経営に関す
る指導・助言・事業管理，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
【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，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，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，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，ろうそ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，広告
業，インターネットによる広告，交通広告，屋外広告物による広告，街頭及び店頭における
広告物の配布，広告宣伝物の企画及び製作，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，コンピュータネッ
トワーク及び小売店サービスに関するオンラインによる販売及び広告，小売店の設立及び
経営に関する診断又は助言，フランチャイズの経営に関する診断又は助言，ティーブ
【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，その他の調味料，アイスクリームのもと，シャーベット
のもと，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，ココア製品，穀物を主材とする惣菜
【35】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，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，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，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，商品の販売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，商品の売上又は売上ランキング情報の提供，
消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供，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，携帯電話用ストラップ及びその他の電気機
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
ダー及びその他の手動利器・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，あぶらとり紙及びその他の化粧品・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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

76

77

商標（見本）

商標

未来へナイスショット！

でまっせ！＼きょう いちぃ
～！！

種別

通常

通常

出願日

2012/9/5

2012/9/5

出願番号

出願人／権利者

通常:
立体

2012/9/5

2012-072061 リミテッド “アクア－ライフ”

79

日々野 優

通常:
標準

2012/9/5

2012-072075 株式会社ファミリーマート

通常:
標準

2012/9/5

05,32

【05】サプリメント，乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳
幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【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

32

【32】ビール，ミネラルウォーター，炭酸水，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳
清飲料，その他のアルコールを含有しない飲料，シロップ及びその他の飲料製造用調製
品

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】広告業，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，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産
物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる
【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

2012-072009 粂田 隆正

§ＣＨＥＲＮＯＧＯＬＯＶＫＡ

日々野 優

2012-072076 株式会社ファミリーマート

32
81

Ｆ

通常

2012/9/5

※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，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。），人工受精用精液
【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

2012-072008 粂田 隆正

78

80

区分
05,32

2012-072086 株式会社ファミリーマート

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）2012.09.02～2012.09.08.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

82

Ｆ

通常

2012/9/5

35

32

【32】ミネラルウォーター

2012-072087 株式会社ファミリーマート

35,41

83

まめうさ

通常

2012/9/5

2012-072089 庄内空港ビル株式会社

84

里山・薬草すっぽん

通常:
標準

2012/9/5

2012-072091 有限会社織元すみや

85

§金沢∞ふーど パラダイス

通常

2012/9/6

2012-072132 株式会社大和

86

水の山

通常:
標準

2012/9/6

2012-072135 株式会社前川レジャーシステム

※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】広告業，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，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産
物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及び
せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び
木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売
【05】サプリメント
【29】加工水産物，すっぽん，すっぽんを主原料とするスープまたはスープのもと
【32】清涼飲料，健康増進用の飲料水
【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

05,29,32

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）2012.09.02～2012.09.08.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

87

株式会社オフィスコンビニ

通常:
標準

2012/9/6

2012-072208 株式会社オフィスコンビニ

35

88

§ＯＣ∞Ｏｆｆｉｃｅ Ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｃｅ
通常
＼オフィスコンビニ

2012/9/6

2012-072209 株式会社オフィスコンビニ

35

89

ＯＦＦＩＣＥ ＣＯＮＶＥＮＩ＼オフィ
スコンビニ

通常

2012/9/6

2012-072210 株式会社オフィスコンビニ

03,04,06,08,09,14,1
6,18,20,21,24,25,26,
28,30,31,35

90

ＥＬＦＯＲＢＲ＼エルフォーブル

通常

2012/9/6

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

2012-072235 株式会社サザビーリーグ

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

指定商品・役務
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，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な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なわれる顧客に対する便益の提供，ビタミンまた
はビタミン・ミネラルを主成分・ビタミン・ミネラルを主成分とする粉末・顆粒または固形状若
しくは液体状の加工食品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益
の提供，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
【35】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，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，加工食
料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，ビタミンまた
はビタミン・ミネラルを主成分・ビタミン・ミネラルを主成分とする粉末・顆粒または固形状若
しくは液体状の加工食品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益
の提供，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
【35】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，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，加工食
料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，ビタミンまた
はビタミン・ミネラルを主成分・ビタミン・ミネラルを主成分とする粉末・顆粒または固形状若
しくは液体状の加工食品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益
の提供，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
【03】靴クリーム，靴墨，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，ろう，ランプ用灯しん，ろうそく
【06】安全錠，鍵，鍵用金属製リング，南京錠，金属製包装用容器，金属製のネームプ
レート及び標札，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製のタオル用ディスペン
サー，金属製靴ぬぐいマット，金属製彫刻
【08】ピンセット，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，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
【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，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
【16】封ろう，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，紙製包装用容器，プラスチッ
ク製包装用袋，家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用
袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナ
プキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，蹄鉄，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
【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，
ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。） うちわ 扇子 愛玩動物用ベッド 犬小

20／33

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,35

91

ＦＲＯＮＴＡＧＥ

通常

2012/9/6

2012-072237 株式会社フロンテッジ

01,03,05,09,10,11,1
4,16,18,21,24,25,28,
29,30,32

92

図形商標

通常

2012/9/6

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

2012-072262 興和株式会社

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

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ，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、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、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
【35】商業又は広告のための展示会の企画・運営及びその他の広告業，販売促進のため
の企画及び実行の代理，企業化に関する調査・計画又は情報提供，事業の評価，経営の
診断又は経営に関する助言，原価分析，市場調査，市場分析，商品の販売に関する情報
の提供，他人のためにする事業の管理，商業又は工業の管理に関する指導及び助言及
びその他の事業の管理に関する助言又は情報の提供，他人の事業のために行う物品の
調達及びサービスの手配，スポンサー探し，書類の複製，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，広告用具の貸与，織物及び寝具類・被
服・履物・かばん類及び袋物、並びに、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，携帯ストラップ及びコンピュータ用プログラム並びにその他の電気
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
ルダー及びその他の手動利器・手動工具及び金具、並びに、台所用品・清掃用具及び洗
濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物・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、並びに、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，録音済みのコンパクトディスク・その他の記録媒体、並びに、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 録画済み
【01】化学品，植物成長調整剤類，高級脂肪酸，肥料，人工甘味料，工業用ラクトース，ラ
クトース（原料），ラクトース（食品工業用添加物）
【03】せっけん類，歯磨き，香料，薫料，化粧品，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，
つや出し紙，つや出し布
【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，耳帯，眼帯，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，人工受精用精液，乳幼児用粉乳，はえ取り紙，サプリメント，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品，医薬用ラクトース
【09】眼鏡
【10】医療用機械器具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），し
びん，病人用差込み便器，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガッ
ト，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サッ
ク，避妊用具
【11】あんか，懐炉，懐炉灰，湯たんぽ，化学物質を充てんした保温保冷具
【14】身飾品，時計，貴金属，キーホルダー
【16】文房具類，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハン
カチ，印刷物，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【21】食器類，化粧用具
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団
カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製椅子カバー，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，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，愛玩動物用おもちゃ，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具
【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，乳製品
【30】コーヒー ココア 茶 調味料 菓子 パン サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバー

21／33

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.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

01,03,05,09,10,11,1 【01】化学品，植物成長調整剤類，高級脂肪酸，肥料，人工甘味料，工業用ラクトース，ラ
4,16,18,21,24,25,28, クトース（原料），ラクトース（食品工業用添加物）
【03】せっけん類，歯磨き，香料，薫料，化粧品，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，
29,30,32
つや出し紙，つや出し布

93

図形商標

通常

2012/9/6

2012-072263 興和株式会社

01,03,05,09,10,11,1
4,16,18,21,24,25,28,
29,30,32

94

図形商標

通常

2012/9/6

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

2012-072264 興和株式会社

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

【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，耳帯，眼帯，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，人工受精用精液，乳幼児用粉乳，はえ取り紙，サプリメント，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品，医薬用ラクトース
【09】眼鏡
【10】医療用機械器具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），し
びん，病人用差込み便器，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガッ
ト，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サッ
ク，避妊用具
【11】あんか，懐炉，懐炉灰，湯たんぽ，化学物質を充てんした保温保冷具
【14】身飾品，時計，貴金属，キーホルダー
【16】文房具類，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハン
カチ，印刷物，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【21】食器類，化粧用具
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団
カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製椅子カバー，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，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，愛玩動物用おもちゃ，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具
【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，乳製品
【30】コーヒー ココア 茶 調味料 菓子 パン サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバー
【01】化学品，植物成長調整剤類，高級脂肪酸，肥料，人工甘味料，工業用ラクトース，ラ
クトース（原料），ラクトース（食品工業用添加物）
【03】せっけん類，歯磨き，香料，薫料，化粧品，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，
つや出し紙，つや出し布
【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，耳帯，眼帯，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，人工受精用精液，乳幼児用粉乳，はえ取り紙，サプリメント，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品，医薬用ラクトース
【09】眼鏡
【10】医療用機械器具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），し
びん，病人用差込み便器，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガッ
ト，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サッ
ク，避妊用具
【11】あんか，懐炉，懐炉灰，湯たんぽ，化学物質を充てんした保温保冷具
【14】身飾品，時計，貴金属，キーホルダー
【16】文房具類，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハン
カチ，印刷物，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【21】食器類，化粧用具
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団
カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製椅子カバー，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，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，愛玩動物用おもちゃ，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具
【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，乳製品
【30】コーヒー ココア 茶 調味料 菓子 パン サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバー
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.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

01,03,05,09,10,11,1 【01】化学品，植物成長調整剤類，高級脂肪酸，肥料，人工甘味料，工業用ラクトース，ラ
4,16,18,21,24,25,28, クトース（原料），ラクトース（食品工業用添加物）
【03】せっけん類，歯磨き，香料，薫料，化粧品，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，
29,30,32
つや出し紙，つや出し布

95

図形商標

通常

2012/9/6

2012-072265 興和株式会社

16,18,25,35

96

Ｇｉｒｌ ｂｙ ＰＥＡＣＨＪＯＨＮ＼
ガール バイ ピーチジョン

通常

2012/9/6

2012-072293 株式会社ピーチ・ジョン

97

マグマシラス

通常:
標準

2012/9/6

2012-072312 株式会社 高千穂

30,32

※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】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，眼帯，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，人工受精用精液，乳幼児用粉乳，はえ取り紙，サプリメント，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品，医薬用ラクトース
【09】眼鏡
【10】医療用機械器具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），し
びん，病人用差込み便器，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガッ
ト，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サッ
ク，避妊用具
【11】あんか，懐炉，懐炉灰，湯たんぽ，化学物質を充てんした保温保冷具
【14】身飾品，時計，貴金属，キーホルダー
【16】文房具類，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハン
カチ，印刷物，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【21】食器類，化粧用具
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団
カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製椅子カバー，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，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，愛玩動物用おもちゃ，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具
【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，乳製品
【30】コーヒー ココア 茶 調味料 菓子 パン サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバー
【16】カタログ，雑誌，書籍，出版物，パンフレット，カレンダー，ポスター，印刷物，教材（器
具に当たるものを除く。），はがき，文房具としての又は家庭用の接着バンド，文字・記号
等を表示する装飾用シール，ネームカード用ストラップ，クリップボード，事務用クリップ，
デスクマット，手帳カバー，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，事務用品
（家具に属するものを除く。），筆記用紙，厚紙製筒，包装紙，手提付き紙袋，紙袋，紙箱，
ティッシュぺーパー，トイレットペーパー，紙類，家庭用プラスチック製小物入れ袋，提手付
簡易買物袋，紙製又はプラスチック製簡易買物袋，紙製ランチョンマット，紙製コース
ター，紙製コーヒーフィルター，電子レンジ調理用袋，紙製タオル，紙製ハンカチ，化粧落
とし用紙ナプキン，紙製のれん，紙製テーブルリネン，包装用プラスチックフィルム，プラス
チック製手さげ付包装用袋，プラスチックス製包装用袋，食品保存用プラスチック製袋，紙
製又はプラスチック製のごみ収集用袋，書画，写真，写真立て，ポートレート
【18】かばん類，小物入れ袋，下着用ポーチ，ポーチ，ランチバッグ，財布，袋物，かばん
用・袋物用ストラップ，かばん用タグ，皮革製・人工皮革製ティッシュペーパー箱カバー，革
製工具袋，傘，携帯用化粧道具入れ，愛玩動物用被服類，愛玩動物用装着具，革製又は
レザーボード製の箱・容器，革製包装用袋，革製バンド，毛皮製カバー，家具用張り革，む
ち，乗馬用具，皮革，レザーボード，乳幼児用スリング，幼児用背負い袋，かばん用金具，
袋物用金具
【25】下着，体形補整用下着，コルセット，ボディス（下着），ブラジャー用パッド，乳首被覆
用パッド，レオタード，レギンス，カフス，釣り用ベスト，タイツ，ストッキング，アイマスク，エ
プロン，えり巻き，ショール，スカーフ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，ボア（襟巻），マフ
ラー，よだれ掛け又は胸当て（紙製のものを除く。），サポーター付き靴下，圧迫作用によ
るマッサージ効果を有する靴下，靴下，耳覆い，手袋，足袋，保温用サポーター，保温用
マフ ストール アームウオーマー レッグウオーマー 腹巻き 脚に巻いて使用する脚や
【30】米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，穀物の加工品，食用粉類，氷，調味料，
菓子およびパン
【32】ミネラルウォーター，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール，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）2012.09.02～2012.09.08.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

98

Ｆｅｒｍａｔｕｒｅ＼フェルマチュール 通常

2012/9/6

2012-072321 有限会社ルブラン

10,11,30,35,44

99

§ＸＹＺ＼Ｓｉｚｅ Ｄｏｗｎ＼サイズ
通常
ダウン

2012/9/6

2012-072330 グローブサイエンス株式会社

32
100

▲じょう▼鑽＼Ｓｕｎ Ｄｉａｍｏｎｄ 通常

2012/9/6

2012-072355 シンーミン チェン

101

￠１／２ＭＩＮＩＫＡＦＥ

通常

2012/9/6

2012-072360 シンーミン チェン

102

ハッピーバード

通常:
標準

2012/9/6

2012-072366 株式会社 ＭＴＧ

※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
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，ボディソープ，その他のせっけん類，歯磨き，入浴湯
に添加して用い皮膚に潤いを与え皮膚をなめらかにし又は肌をひきしめる効果を得ること
のできる粉末状又は液状の浴用化粧品，発毛・育毛効果を有する成分を配合してなる頭
髪用化粧品，その他の化粧品，香料，薫料
【05】入浴剤，育毛剤，その他の薬剤，液状サプリメント，その他のサプリメント，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，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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【10】業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器
【11】家庭用電熱用品類，美容院用又は理髪店用の機械器具（「椅子」を除く。）
【30】茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ
【35】広告業，フランチャイズ事業の運営・管理，フランチャイズ事業に関する経営の指導
又は助言及びこれらに関する情報の提供，市場調査，化粧品・歯磨き及びせっけん類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤・サプリメント及び
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，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，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，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，業務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，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
【44】美容，エステティック美容，美容に関する指導・助言及び情報の提供，エステティック
美容に関する指導・助言及び情報の提供，美容院用・エステティックサロン用の機械器具
及びマッサージ器の貸与，ダイエット・栄養摂取又は健康管理に関する指導・診断・助言
及びこれらに関する情報の提供 医療情報の提供 健康診断 あん摩・マッサージ及び指
【32】炭酸水，アペリティフ（アルコール分を含まないもの），ビール，アルコール分を含まな
い飲料，果実飲料，アイソトニック飲料，ミネラルウォーター，果実エキス（アルコール分を
含まないもの），サルサパリラ（ノンアルコール飲料），ソーダ水，飲料用野菜ジュース，乳
清飲料

32

【32】炭酸水，アペリティフ（アルコール分を含まないもの），ビール，アルコール分を含まな
い飲料，果実飲料，アイソトニック飲料，ミネラルウォーター，果実エキス（アルコール分を
含まないもの），サルサパリラ（ノンアルコール飲料），ソーダ水，飲料用野菜ジュース，乳
清飲料

32,35

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【35】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

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）2012.09.02～2012.09.08.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

01,03,04,05,06,07,0 【01】スプレー式の消火剤，消火液及び消火剤
8,09,10,11,12,13,14, 【03】洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨
16,17,18,20,21,24,2 き，化粧品，香料
【04】燃料，ランプ用灯しん，ろうそく
5,26,28,30,32,33,35, 【05】薬剤，衛生マスク，ガーゼ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，サプリメント，食餌療法用飲
36,37,38,39,40,41,4 料，食餌療法用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【06】金属製簡易倉庫組立てセット，金属製物置組立てセット，その他の金属製建造物組
2,43,44,45

103

ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ

通常:
標準

2012/9/6

2012-072445 綜合警備保障株式会社

32
104

順天美健＼ジュンテンビケン

通常

2012/9/6

2012-072453 株式会社バスクリン

105

温養湯＼オンヨウトウ

通常

2012/9/6

2012-072454 株式会社バスクリン

106

酵素ファスティングダイエットプ 通常:
ログラム
標準

2012/9/6

2012-072458 株式会社エステプロ・ラボ

107

ミラクルストロー

通常:
標準

2012/9/7

2012-072471

ドンウォン エフアンドビー カンパ
ニーリミテッド

108

ＭＩＲＡＣＬＥ ＳＴＲＡＷ

通常:
標準

2012/9/7

2012-072472

ドンウォン エフアンドビー カンパ
ニーリミテッド

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

立てセット，キー，機器類の転倒防止用金属製金具，その他の金属製金具，ワイヤロー
プ，金網，金属製のネームプレート及び標札，金属製郵便受け
【07】機械式駐車装置，消毒・殺虫又は防臭用散布機（農業用のものを除く。），交流発電
機，直流発電機，自動販売機，電動式扉自動開閉装置
【08】缶切，スプーン，フォーク，護身棒，警棒，刺股，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具に当た
るものに限る。）
【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，タイムス
タンプ，タイムレコーダー，現金自動支払機，現金自動預金支払機，両替機，駐車場用硬
貨作動式ゲート，自動駐車場管理装置，避難はしご，その他の救命用具，救急用シートベ
ルト切断カッター
【10】睡眠用耳栓，防音用耳栓，三角きん，支持包帯，綿棒，自動体外式除細動器
【11】暖冷房装置，タンク用水位制御弁，ラジオ付き懐中電灯その他の懐中電灯，その他
の電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，ガスランプ，石油ランプ，懐炉，湯たんぽ
【12】自動車用盗難警報器，その他の乗物用盗難警報器
【13】防犯用スプレー，護身用スプレー，逃走する犯人・車両等に向けて目印となる液剤を
噴射し犯人逮捕に役立てるための防犯用エアゾール噴射器
【14】キーホルダー，身飾品，時計
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，プラスチック製包装用袋，紙製ごみ収集用
袋，プラスチック製ごみ収集用袋，文房具類，印刷物
【17】電気絶縁材料，ガラスの飛散防止及び熱線の遮断に用いる窓貼り用プラスチックフィ
ルム，自動車その他の窓ガラスに粘着するガラス強化用又はガラス飛散防止用又は紫外
線遮断用のプラスチックフィルムシート，その他のプラスチックフィルムシート
【18】かばん類 袋物 傘
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，青汁入りの清涼飲料，青汁入りの清涼飲
料のもと，青汁及び茶入りの清涼飲料，青汁入りの果実飲料，青汁入りの果実飲料のも
と，青汁入りの飲料用野菜ジュース，青汁入りの飲料用野菜ジュースのもと

32

【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，青汁入りの清涼飲料，青汁入りの清涼飲
料のもと，青汁及び茶入りの清涼飲料，青汁入りの果実飲料，青汁入りの果実飲料のも
と，青汁入りの飲料用野菜ジュース，青汁入りの飲料用野菜ジュースのもと

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

05,20,21,30

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント
【20】プラスチック製の包装用ボトル，飲用カップ
【21】ストロー
【30】飲料用フレーバー
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント
【20】プラスチック製の包装用ボトル，飲用カップ
【21】ストロー
【30】飲料用フレーバー

05,20,21,30
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

109

110

商標（見本）

商標

種別

§ＵＲＵＮＯ

通常

ＣＨＩＱＵＩＴＡ ＴＯ ＧＯ

通常:
標準

出願日

2012/9/7

2012/9/7

出願番号

出願人／権利者

区分

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

29,30,31,32

32

【29】保存加工をした果実，保存加工をした野菜，乾燥果実，乾燥野菜，加熱調理をした果
実，加熱調理をした野菜，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜
【30】菓子，パン
【31】果実，野菜，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，糖料作物，麦芽
【32】果実飲料，清涼飲料，飲料用野菜ジュース
【35】フランチャイズの事業の運営及び管理，フランチャイズシステムに基づく加盟店に対
する経営の指導及び助言，商品の販売に関する情報の提供，役務の提供促進に関する
情報の提供，商品の販売・役務の提供の事業に関する指導・助言，市場調査又は分析，
商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン券の発行，経営の診断及び指
導，企業における福利厚生に関する企画並びにコンサルティング，企業の事業の経営に
関する調査・分析及び診断，広告業，物品の購入・管理などの事務の代行，飲食料品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【43】しゃぶしゃぶを主とする飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供，飲食店
に関する情報の提供，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，食器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，
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
【32】メロンを用いたクリームソーダ

32

【32】メロンを用いたクリームソーダ

05,32

【05】薬剤，滋養強壮変質剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】清涼飲料，炭酸飲料，乳酸菌を使用してなる清涼飲料，果実飲料，乳酸菌を使用し
てなる果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，乳酸菌を使用してなる乳清飲料

05,32

【05】薬剤，滋養強壮変質剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】清涼飲料，炭酸飲料，乳酸菌を使用してなる清涼飲料，果実飲料，乳酸菌を使用し
てなる果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，乳酸菌を使用してなる乳清飲料

2012-072498 ウルノ商事株式会社

2012-072516 チキータ ブランズ エルエルシー
35,43

111

112

113

114

115

しゃぶしゃぶブッフェ＼しゃぶ▲
通常
葉▼＼ＳＹＡＢＵ‐ＹＯ∞▲葉▼

メロンまるごとクリームソーダ

まるごとメロンクリームソーダ

通常

通常

コンドログルコン＼ＣＨＯＮＤＲＯ
通常
＼ＧＬＵＣＯＮ

ヘルスグルコン＼ＨＥＡＬＴＨ＼
通常
ＧＬＵＣＯＮ

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

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

指定商品・役務

35

2012-072566 ニラックス株式会社

2012-072575 有限会社いばらき食文化研究会

2012-072576 有限会社いばらき食文化研究会

2012-072597 ゼリア新薬工業株式会社

2012-072598 ゼリア新薬工業株式会社
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

116

商標（見本）

商標

キッズ＼ｋｉｄｓ

種別

通常

出願日

2012/9/7

出願番号

出願人／権利者

区分

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，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

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

09,35,38,41,42,45

【09】電子出版物を含む文章閲覧に用いる携帯用電子応用機械器具，テキスト・画像・音
声の受信及び読み込み用の携帯用電子機械器具，書籍・ジャーナル・新聞・雑誌などの
電子出版物を表示する用のモニター，電子出版物の閲覧に用いる携帯用電子応用機械
器具用ケース・カバー・スタンド，電源アダプター，ＵＳＢケーブル，グローバルコンピュータ
ネットワーク・無線ネットワーク・電子コミュニケーションネットワークを通じて行うコンテンツ
配信・サービス提供の開発のために用いるコンピュータソフトウェア開発ツール用コン
ピュータソフトウェア，コンピュータアプリケーション開発用コンピュータソフトウェアプログラ
ム，コンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作品・文学作品・デー
タ・ファイル・文書・電子ファイルを携帯型電子機器又はコンピュータを通じて送信・共有・
受信・表示・転送するために用いるコンピュータソフトウェア，コンテンツ・テキスト・視覚作
品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルを
携帯型電子機器及びコンピュータで利用できる形式にフォーマット又は変換するために用
いるコンピュータソフトウェア，コンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視
聴覚作品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルをコンピュータ又は他の携帯型
電子機器にダウンロードするために用いるコンピュータソフトウェア，他のコンピュータ又は
携帯型電子機器上のコンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作
品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルにアクセスするために用いるコンピュー
タソフトウェア，電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
【35】ソーシャルネットワーキングの提供のための広告・他のウェブサイト・サイト内におけ
る友人作り・写真の共有・画像の送信に関する情報ファイルの管理，ソーシャルネットワー
キングの提供のための広告・他のウェブサイト・サイト内における友人作り・写真の共有・
画像の送信に関する電子計算機ネットワークを通じて行う事業の管理・運営，会員が割引
で商品配送サービスを受けることができる奨励特典プログラムの事業の管理，織物及び
寝具類の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供（オンライン
【32】容器に入った飲料水，ミネラルウォーター，炭酸水，ミネラルウォーター製造用調製
品，飲料水

2012-072648 森永乳業株式会社

117

エンジョイキッズ＼ｅｎｊｏｙ ｋｉｄｓ 通常

2012/9/7

2012-072651 森永乳業株式会社

118

Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ Ｔａｓｔｅ

通常:
標準

2012/9/7

2012-072656 森永乳業株式会社

119

キンドル

通常:
標準

2012/9/7

2012-072678

アマゾン テクノロジーズ インコーポ
レイテッド

120

ＷＡＴＥＲ ＦＯＲ ＥＶＥＲＹＯＮＥ

通常:
標準

2012/9/7

2012-072693

プレミアム ニュージーランド トレー 32
ディング リミテッド

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

指定商品・役務

32
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

16,20,29,30,35,36,3 【16】写真アルバム及びその他の文房具類，印刷物，写真，写真立て
【20】額縁，アートフレーム，ポスターフレーム
9,42,43

121

ライドオン・エクスプレス

通常:
標準

2012/9/7

2012-072770 株式会社 レストラン・エクスプレス

32
122

123

124

八方

八方

通常

通常

§な∞長崎県認証農産加工品
通常
＼長崎四季畑

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/3

2012-072842 リン，チア－ユ

35

【35】新規事業参入のための事業の管理に関する指導及び助言，企業の経営管理に関す
る助言及び指導，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

29,30,32

【29】植物性油脂，加工油脂，クリーム，チーズ，乳酸菌飲料，バター，発酵乳，粉乳（乳幼
児用を除く），練乳，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，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，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，ふりか
け，なめ物
【30】食品香料，茶，コーヒー及びココア，菓子およびパン，ウスターソース，グレービー
ソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，そばつゆ，はちみつ，ごま塩，うま味調味料，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，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，即席菓子のもと，食用グルテン
【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

2012-072843 リン，チア－ユ

2012-074389 長崎県

32
125

ＰＭＳ

通常

2012/9/3

※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】とんかつ，チキンカツ，その他の肉製品，エビフライ，その他の加工水産物，サラダ，
フライドポテト，ナムル，キムチ，その他の加工野菜及び加工果実，調理済みのスープ，そ
の他のカレー・シチュー又はスープのもと，豚肉を主材とする揚げ物の惣菜，肉を主材と
する中華風惣菜，肉を主材とする韓国風惣菜，魚介類を主材とする中華風惣菜，魚介類
を主材とする韓国風惣菜，野菜を主材とする中華風惣菜，野菜を主材とする韓国風惣菜，
豆腐を主材とする中華風惣菜，豆腐を主材とする韓国風惣菜，卵を主材とする中華風惣
菜，卵を主材とする韓国風惣菜
【30】菓子，パン，とんかつを具材としたサンドイッチ及びその他のサンドイッチ，中華まん
じゅう，とんかつを具材としたハンバーガー及びその他のハンバーガー，ピザ，ホットドッ
グ，ミートパイ，調味料，香辛料，米飯及びその他の穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，
すし，たこ焼き，とんかつ弁当及びその他の弁当，かつ丼，釜飯，ラビオリ，春巻き，調理
済みのチャーハン，調理済みのラーメン，調理済みの焼そば，調理済みのカツ丼，調理済
みのカレーライス，調理済みのビビンバ，調理済みの冷麺，パスタソース，米，脱穀済み
のえん麦，脱穀済みの大麦
【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】飲料水その他の清涼飲料，果実飲料，ミネラルウォーター，飲料用野菜ジュースのも
と，シロップ，梅ジュース

2012-074414 株式会社ブルーム・クラシック
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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

126

名称：長崎四季畑（ながさきしき
通常
ばたけ）

2012/9/3

2012-074444 長崎県

127

鎌倉酵素

通常:
標準

2012/9/4

2012-074920 有限会社戸羽

05,32
35

128

タイムサービス

通常:
標準

2012/9/3

2012-074956 株式会社ブレーン・ストーミング社

30,32
129

130

131

マイケル・ジャクソン＼アジア子
通常
供基金

いろどり晩茶

唐芋王国

通常

通常

2012/9/3

2012/9/3

2012/9/5

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

指定商品・役務
【29】植物性油脂，加工油脂，クリーム，チーズ，乳酸菌飲料，バター，発酵乳，粉乳（乳幼
児用を除く），練乳，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，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，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，ふりか
け，なめ物
【30】食品香料，茶，コーヒー及びココア，菓子およびパン，ウスターソース，グレービー
ソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨ
ネーズソース，焼肉のたれ，はちみつ，ごま塩，うま味調味料，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，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，
【05】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，植物エキスを含む清涼飲料水
【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，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，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，たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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
【30】コ－ヒ．コ－ヒ豆．和菓子．洋菓子．パン
【32】清涼飲料水．果実飲料．乳飲料水

2012-074962 嘉仁 雅樹

32

【32】茶を使用してなる清涼飲料水，その他の清涼飲料水

35

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

2012-074976 井川 圭太郎

2012-075384 株式会社ウォーターデザイン研究所

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

132

133

134

商標（見本）

商標

薩摩蜜芋

安納紅蜜芋

種別

通常

通常

スマートサーベイ＼ＳｍａｒｔＳｕｒｖ
通常
ｅｙ

出願日

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

出願番号

出願人／権利者

区分

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供

35

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供

35

【35】紙類，書籍，電子書籍，コンピューター及びコンピュータープログラム用マニュアル
書，カタログ，その他の印刷物，写真，文房具類，タイプライター，ホームページ，スマート
フォンアプリ，ＣＤ，ＤＶＤ，衣服，荷札，タオル類，活字，玩具，携帯用液晶画面ゲーム玩
具用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，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・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，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な電子出
版物，ダウンロード可能な画像，インターネットによる商品の媒介，インターネットその他の
通信ネットワークを利用した商品の販売に関する情報の提供，雑誌・新聞に掲載された広
告に関する情報の提供，その他の広告に関する情報の提供，その他の広告，トレーディン
グスタンプの発行，移動体電話に関する通信，テレックスによる通信，電子計算機端末に
よる通信，電報による通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，テレビ
ジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，報道をするものに対するニュースの供
【29】野菜等の植物・果実・植物発酵液・食物繊維・乳酸菌・豆・海草・植物栄養素・ミネラ
ル類・ビタミン類・酵素等を主原料とする粉末状・顆粒状・固体状・液体状・ペースト状・棒
状・ソフトジェルカプセル状・ゲル状・錠剤状・粒状・カプセル状・ゼリー状の加工食品，加
工野菜及び加工果実
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

2012-075385 株式会社ウォーターデザイン研究所

2012-075386 株式会社ウォーターデザイン研究所

2012-075389 株式会社リビジェン

29,32
135

燃焼酵素＼ＮＥＮＳＨＯ ＫＯＳＯ 通常

136

通常:
標準

2012/9/5

2012-075392 花沢 龍二

29,30,31,32,33
天城乃滴

2012/9/5

2012-075397 志太ホールディングス株式会社
30

137

§久万高原野菜＼とまとの雫
∞ＯＧＶ∞久万∞株式会社ＯＧ 通常
Ｖ

2012/9/3

【29】ぶどうを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品
【30】ぶどうを使用した調味料
【31】ぶどう
【32】ぶどうを使用してなる果実飲料
【33】ぶどう酒
【30】トマトジュース，トマト果汁入り清涼飲料

2012-075407 株式会社ＯＧＶ

138

紀州＼かつらぎ山の＼ジャバラ 通常

2012/9/4

2012-075408 有限会社新岡農園

139

紀州かつらぎ山のジャバラ

通常:
標準

2012/9/4

2012-075409 有限会社新岡農園

※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

29,30,31,32

【29】冷凍果実，加工野菜及び加工果実
【30】菓子，パン，調味料
【31】果実
【32】清涼飲料，果実飲料

29,30,31,32

【29】冷凍果実，加工野菜及び加工果実
【30】菓子，パン，調味料
【31】果実
【32】清涼飲料，果実飲料

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,29,32

140

毎日フコイダン

通常:
標準

2012/9/4

2012-075422 日本がん研究所株式会社

141

毎日チャーガ

通常:
標準

2012/9/4

2012-075423 日本がん研究所株式会社

毎日ユーグレナ

通常:
標準

05,29,32

05,29,32
142

2012/9/4

2012-075424 日本がん研究所株式会社
05,29,32

143

アポネクスト

通常:
標準

アポノイド

通常:
標準

2012/9/4

2012-075425 日本がん研究所株式会社
05,29,32

144

2012/9/4

2012-075426 日本がん研究所株式会社
32

145

ＳＡＮＧＡＲＩＡ パインスカ

通常

2012/9/5

2012-075440

株式会社日本サンガリアベバレッジ
カンパニー

16,29,30,31,32

146

§奇跡の清流＼仁淀川∞ｎｉｙｏ
通常
ｄｏ∞ｒｉｖｅｒ

2012/9/7

2012-076209 いの町

03,05,10,21,32
147

Ｚ∞Ｅ＼Ｏ∞Ｃ＼Ｚｅｔｔｏｃ＼ｓｔｙｌｅ 通常

2012/9/7

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

指定商品・役務
【05】フコイダンを含有するサプリメント，フコイダンを含有する薬剤（農薬に当たるものを除
く。），フコイダンを含有する食餌療法用飲料，フコイダンを含有する食餌療法用食品
【29】フコイダンを含有する液状・錠剤状・粉末状・粒状・顆粒状・ペースト状・カプセル状の
加工食品
【32】フコイダンを含有する清涼飲料
【05】カバノアナタケを含有するサプリメント，カバノアナタケを含有する薬剤（農薬に当たる
ものを除く。），カバノアナタケを含有する食餌療法用飲料，カバノアナタケを含有する食餌
療法用食品
【29】カバノアナタケを含有する液状・錠剤状・粉末状・粒状・顆粒状・ペースト状・カプセル
状の加工食品
【05】ユーグレナ（ミドリムシ）を含有するサプリメント，ユーグレナ（ミドリムシ）を含有する薬
剤（農薬に当たるものを除く。），ユーグレナ（ミドリムシ）を含有する食餌療法用飲料，ユー
グレナ（ミドリムシ）を含有する食餌療法用食品
【29】ユーグレナ（ミドリムシ）を含有する液状・錠剤状・粉末状・粒状・顆粒状・ペースト状・
カプセル状の加工食品
【32】ユーグレナ（ミドリムシ）を含有する清涼飲料
【05】フコイダンもしくはフコキサンチンを含有するサプリメント，フコイダンもしくはフコキサ
ンチンを含有する薬剤（農薬に当たるものを除く。），フコイダンもしくはフコキサンチンを含
有する食餌療法用飲料，フコイダンもしくはフコキサンチンを含有する食餌療法用食品
【29】フコイダンもしくはフコキサンチンを含有する液状・錠剤状・粉末状・粒状・顆粒状・
ペースト状・カプセル状の加工食品
【32】フコイダンもしくはフコキサンチンを含有する清涼飲料
【05】フコイダンもしくはフコキサンチンを含有するサプリメント，フコイダンもしくはフコキサ
ンチンを含有する薬剤（農薬に当たるものを除く。），フコイダンもしくはフコキサンチンを含
有する食餌療法用飲料，フコイダンもしくはフコキサンチンを含有する食餌療法用食品
【29】フコイダンもしくはフコキサンチンを含有する液状・錠剤状・粉末状・粒状・顆粒状・
ペースト状・カプセル状の加工食品
【32】フコイダンもしくはフコキサンチンを含有する清涼飲料
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

2012-076216 日本ゼトック株式会社

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【16】紙製包装用容器，紙製のぼり，紙製旗，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【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，練り豆腐，こんにゃく，
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅ
う，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，パ
スタソース，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン，食用粉類
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこ
し，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆
栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
種繭，種卵，漆の実，未加工のコルク，やしの葉
【03】せっけん類，歯みがき，化粧品，香料
【05】薬剤，包帯，歯科用材料，防虫紙，乳幼児用粉乳，人用栄養補助食品
【10】医療用品，業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器
【21】化粧用具，家庭用品，台所用品，食器類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，乳清飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

148

商標（見本）

商標

ゼトックスタイル

種別

通常

出願日

2012/9/7

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】せっけん類，歯みがき，化粧品，香料
【05】薬剤，包帯，歯科用材料，防虫紙，乳幼児用粉乳，人用栄養補助食品
【10】医療用品，業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器
【21】化粧用具，家庭用品，台所用品，食器類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

30,35,44,45

【30】弁当，調理済みの弁当，サンドイッチ，すし，米，調味料，穀物の加工品
【35】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，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，インターネットによる商品の売買契約の媒介及びこれに関する情報
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
【44】医療情報の提供，栄養の指導
【45】家事の代行，買物の代行，高齢者の安否確認のための訪問，電話による高齢者の
安否確認
【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，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
【35】化粧品，スキンケア商品，衣服，肌着，スポーツウェア，履物，バック，帽子などのか
ぶり物，宝石製品，時計，貴金属，装飾品，インテリア製品，家庭用品，電化製品，浴用及
び寝具製品，書籍，雑誌，贈り物，土産，ファッションアクセサリーを主としたオンライン注
文業務。化粧品，スキンケア商品，衣服，肌着，スポーツウェア，履物，バック，帽子など
のかぶり物，宝石製品，時計，貴金属，装飾品，インテリア製品，家庭用品，電化製品，浴
用及び寝具製品，書籍，雑誌，贈り物，土産，ファッションアクセサリーを主としたオンライ
ン小売業務。

2012-076217 日本ゼトック株式会社

149

愛菜たより

通常

2012/9/7

2012-076221 株式会社新橋なかむら

150

ハーベストステーション

通常:
標準

2012/9/7

2012-076223 田邉 智

35

35
151

ＹｅｓＷａｌｋｅｒ．ｃｏｍ

通常

2012/9/7

指定商品・役務

03,05,10,21,32

2012-076227 イエススタイル・ドットコム・リミテッド

14,16,18,25,28,30,3 【14】貴金属，キーホルダー，宝石箱，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の造品，貴
金属製靴飾り，時計
2
152

ｓｐｏｏｎ‐ｐａｎｄａ∞ｓｐｏｏｎ‐ｐａｎ
通常
ｄａ．ｃｏｍ

2012/9/6

2012-076230

日本パッケージデザイン株式会社
日本企業情報株式会社

05,32
153

ＡＣＥＣＯＬＬＡ＼アセコラ

通常

2012/9/5

2012-076250 福地製薬株式会社

05,32
154

ＡＣＥＰＬＡ＼アセプラ

通常

2012/9/5

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

2012-076251 福地製薬株式会社

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【16】印刷したくじ（「おもちゃ」を除く。），紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】かばん金具，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，皮革
【25】被服，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】遊園地用機械器具，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，トランプ，遊戯用器具，運
動用具属
【30】コーヒー及びココア，茶，調味料，ハンバーガー，ピザ，べんとう，菓子及びパン
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホップ
【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，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，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料

【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，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】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
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155

Ｇａｒｄｅｎ ｌｉｆｅ＼ガーデンライフ 通常

2012/9/7

2012-076688 安藤山林緑化有限会社

156

水宝

通常:
標準

2012/9/7

2012-076705 有限会社中村家

157

ＳＩＮＥＮＳＩＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/5

区分

【30】コーヒー，茶，調味料，香辛料，穀物の加工品，菓子，パン，アイスクリーム，クッ
キー，ジャム
【31】木，苗，苗木，花，ドライフラワー，野菜
【32】清涼飲料水，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール
【33】洋酒，果実酒，薬味酒
【41】庭園の供覧，植物の供覧，美術品の展示
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供

32

【32】清涼飲料，ミネラルウォーター

05,29,32

【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic foods and substances adapted for medical or veterinary use, food for
babies; food supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings;
teeth filling and dental impression materials; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.
【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.
【32】Beer; mineral and carbonated waters and other non-alcoholic beverages; fruit-based
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
【05】薬剤（医療用のもの）及び獣医科用剤，医療用の衛生剤，医療用又は獣医科用の食
餌療法用食品及び物質，乳児用食品，人用及び動物用の栄養補助食品，膏薬，包帯類，
歯科用充てん材料及び歯科用印象材，消毒剤，有害動物駆除剤，殺菌剤，除草剤
【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
【29】Jams and fillings made from fruit, particularly jams and fillings made from fruit
resistant to baking or boiling; prepared nuts; preparations for food containing prepared
nuts; nut pastes; nut-based fillings, particularly nut-base fillings resistant to baking or
boiling.
【30】Cocoa, cocoa powder, products containing cocoa; beverages and food additives
based on cocoa or mainly consisting of cocoa; chocolate.
【29】果実からなるジャム及び詰物，特に焼くこと又は煮ることに耐性がある果実からなる
ジャム及び詰物，加工済みナッツ，加工済みナッツ入りの食品用の調製品，ナッツペース
ト，ナッツを主原料とする詰め物，特に焼くこと又は煮ることに耐性があるナッツを主原料と
する詰物
【32】Bottled water (not for medical purposes).
【32】ボトル入りの飲料水（医療用のものを除く。）

2012-358343 ＩＮＴＥＲＱＵＩＭ Ｓ．Ａ．

29,30

158

Ｍｉｇｎａｔｕｒｅ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｈａｒｐｅｒ Ｊｏｎｅｓ Ｒａｉｎ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/3

2012-358620 Ｂａｒｒｙ Ｃａｌｌｅｂａｕｔ ＡＧ

32
159

160

161

§ＴＯＲＮＡＤＯ＼ＥＮＥＲＧＹ

マド
プロ:
通常

Ｔｏｒｎａｄｏ ｅｎｅｒｇｙ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/4

2012/9/6

2012/9/6

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

指定商品・役務

30,31,32,33,41,43

2012-358954 Ｌｏｕ Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

32

【32】Beer; mineral and aerated water and other non-alcoholic beverages; fruit juice
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
【32】ビール，ミネラルウォーター及び炭酸水並びにその他のアルコールを含まない飲料，
果実飲料及び果汁，シロップその他の飲料製造用調製品

32

【32】Beer; mineral and aerated water and other non-alcoholic beverages; fruit juice
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
【32】ビール，ミネラルウォーター及び炭酸水並びにその他のアルコールを含まない飲料，
果実飲料及び果汁，シロップその他の飲料製造用調製品

2012-361088 ＧＫ ＧＦＤ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-361261 ＧＫ ＧＦＤ Ｌｉｍｉｔｅｄ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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12,35,37,39,40,42

162

ＩＫＣＯ

マド
プロ:
通常

2012/9/5

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

2012-361543 ＩＲＡＮ ＫＨＯＤＲＯ ＣＯＭＰＡＮＹ

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

指定商品・役務
【12】Vehicles; apparatus for locomotion by land, air, water or rail.
【35】Advertising, business management, business administration, office functions; (all
above services are related to the goods in class 12).
【37】Repair, construction, reconstruction and installation services; (all above services are
related to the goods in class 12)
【39】Transport, packaging and storage of goods; (all above services are related to the
goods in class 12).
【40】Treatment of materials (all above services are related to the goods in class 12).
【42】Industrial research; (all above services are related to the goods in class 12).
【12】乗物，陸上・空中・水上又はレール上の移動用の装置
【35】広告，事業の管理，事業の運営，事務処理（前述の全ての役務は第１２類に属する
商品に関すること）
【37】修理・建築・再構築及び設置工事（前述の全ての役務は第１２類に属する商品に関
すること）
【39】物品の輸送・梱包及び保管（前述の全ての役務は第１２類に属する商品に関するこ
と）

