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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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
05,35,39

1

いきいき健やか便

通常:
標準

2012/9/18 2012-075058 味の素株式会社

35,39

2

§おみやげの森＼ＰｏｓＴｒａｖｅｌｉ
通常
ａ

2012/9/18 2012-075088 澤田 敬嗣

35

3

エクセレントチョイス＼ＥＸＣＥＬＬ
通常
ＥＮＴ ＣＨＯＩＣＥ

2012/9/18 2012-075162 シャディ株式会社

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

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

指定商品・役務
【05】サプリメント，薬剤，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。）
【35】広告業，アミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・
ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・
カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，ビタミンを主成分とする粉末状・顆粒
状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・
チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封
入した液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，カルシウムを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー
状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセ
ルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，クエン酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タ
ブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブ
ル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した
液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，植
物を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・
ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入し
た顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，カプシノイドを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット
状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カ
プセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加
工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 ＤＨＡを主成
【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，広告用具の貸与，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，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，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
【39】企画旅行の実施及びこれに関する情報の提供，旅行者の案内及びこれに関する情
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
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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
16,35

4

グルメボーベル＼ＧＯＵＲＭＥＴ
通常
ＢＥＡＵＢＥＬＬＥ

2012/9/18 2012-075163 シャディ株式会社

35

5

ファイン＼ＦＩＮＥ

通常

2012/9/18 2012-075164 シャディ株式会社

※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
【16】カタログ，その他の印刷物
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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

5／36

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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

6

アーバン＼ＵＲＢＡＮ

通常

2012/9/18 2012-075165 シャディ株式会社

35

7

シャイン＼ＳＨＩＮＥ

通常

2012/9/18 2012-075166 シャディ株式会社

※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】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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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

6／36

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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

8

ベルベット＼ＶＥＬＶＥＴ

通常

2012/9/18 2012-075167 シャディ株式会社

35

9

ノーブル＼ＮＯＢＬＥ

通常

2012/9/18 2012-075168 シャディ株式会社

※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】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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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

10

テンダー＼ＴＥＮＤＥＲ

通常

2012/9/18 2012-075169 シャディ株式会社

35

11

恵み

通常

2012/9/18 2012-075170 シャディ株式会社

※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】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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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

12

実り

通常

2012/9/18 2012-075171 シャディ株式会社

35

13

彩り

通常

2012/9/18 2012-075172 シャディ株式会社

※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】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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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

14

豊か

通常

2012/9/18 2012-075173 シャディ株式会社

35

15

潤い

通常

2012/9/18 2012-075174 シャディ株式会社

※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】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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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

16

薫り

通常

2012/9/18 2012-075175 シャディ株式会社

35

17

輝き

通常

2012/9/18 2012-075176 シャディ株式会社

18

朝日山

通常:
標準

2012/9/18 2012-075180 朝日酒造 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。

35

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

指定商品・役務
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務におい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
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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

19

ミートビレッジ

通常:
標準

2012/9/18 2012-075209 日本ハム株式会社

16,35

20

もあーもっと

通常

2012/9/18 2012-075267 ＥＨ株式会社

21

シーボン 酵素美人－金

通常:
標準

2012/9/18 2012-075274 株式会社シーボン

32
03,05,30,32

22

タキザワ対面相談販売限定製
品∞Ｔａｋｉｚａｗａ Ｆａｃｅ‐ｔｏ‐Ｆａｃ 通常
ｅ Ｃｏｎｓｕｌｔａｔｉｏｎ

23

熱帯

通常:
標準

2012/9/18 2012-075282 株式会社タキザワ漢方廠

2012/9/18 2012-075305

※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 30,32
式会社

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

指定商品・役務
【35】広告，野球チームのファンクラブへの入会契約の取次ぎ，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，
飲食料品の小売又は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，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・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，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，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，楽器・
録音済みのコンパクトディスク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，光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，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，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，医療用ネックレス・医療用腕輪・医療用機械器具及び車いすの
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，のぼり及び旗の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 野球選手の写真入りの野
【16】印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，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
【32】酵素を成分とした清涼飲料，酵素を成分とした果実飲料，酵素を成分とした飲料用野
菜ジュース
【03】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化
粧品，香料，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，衛生マスク，ガーゼ，カプセル，眼帯，生理用ナプキン，脱脂綿，ばんそうこう，
包帯，包帯液，おむつ，おむつカバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食
餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【30】茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，調味料，穀物の加工品，食用粉
類
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【30】茶，コーヒー，ココア，氷
【32】清涼飲料，果実飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

24

25

商標（見本）

商標

シールド＼Ｓｈｉｅｌｄ

南国良品

種別

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキス・ポリフェノールを主成分とする錠剤状・固
形・顆粒状・粉末状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・液状・タブレット状・カプセル状の加工
食品
【30】コーヒー
【32】清涼飲料

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，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，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，身飾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，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，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，ガラス製置物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，プラスチック製の置物の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，貴金属製の置物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，金属製の置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，陶器製の置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，木製の置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，陶磁器製の置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
【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，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，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，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，録画済みビデオディスク及びビ
デオ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，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
【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，栄養補助食品，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児
用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
【32】果汁入りの清涼飲料，果実入りの清涼飲料，果実エキス入りの清涼飲料，果実フ
レーバー入りの清涼飲料，果実飲料，果実入りの飲料用野菜ジュース，果実エキス入りの
飲料用野菜ジュース，果実フレーバー入りの飲料用野菜ジュース，果実入りの乳清飲料，
果実エキス入りの乳清飲料，果実フレーバー入りの乳清飲料
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

2012/9/18 2012-075317 花王株式会社

2012/9/18 2012-075323 株式会社ＦＩＲＳＴ ＯＮ

35

26

Ａｆｔｅｒｎｏｏｎ Ｔｅａ＼Ｔｈｅ Ｇｅｎｅ
通常
ｒａｌ Ｓｔｏｒｅ

27

森コラ

通常:
標準

2012/9/18 2012-075346 森永製菓株式会社

28

輝くキレイ果実

通常:
標準

2012/9/18 2012-075349 株式会社ポッカコーポレーション

29

日差しに負けない

通常:
標準

2012/9/18 2012-075350 株式会社ポッカコーポレーション

2012/9/18 2012-075342 株式会社サザビーリーグ

05,32

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。

指定商品・役務

05,30,32

32

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

30

夏の陽射しとたたかう

31

夏の陽射しに負けない

32

すまいる直送便

33

すま直

34

ＢＭ－Ｘエンザイム

種別
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/9/18 2012-075351 株式会社ポッカコーポレーション
2012/9/18 2012-075352 株式会社ポッカコーポレーション

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】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

株式会社メンタルケアコーポレーショ 35
ン
株式会社メンタルケアコーポレーショ 35
2012/9/18 2012-075371
ン
32
2012/9/18 2012-075373 マイコロジーテクノ株式会社
2012/9/18 2012-075370

35,36,43,44

35

エキモ＼ｅｋｉｍｏ

通常

2012/9/18 2012-075470

南海商事株式会社
東急不動産株式会社

35,36,43,44

36

エキナ＼ｅｋｉｎａ

通常

2012/9/18 2012-075471

※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

南海商事株式会社
東急不動産株式会社

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

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おも
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
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おも
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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール，ビール製造用ホップ
エキス
【35】広告，ショッピングセンター・ショッピングモールの事業の運営・管理，ポイントカードの
発行・清算及び管理，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，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，企業の福利厚生事業に関す
る助言及び指導，福利厚生事業の管理，福利厚生事業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，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，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，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，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，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，愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供 肥料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【35】広告，ショッピングセンター・ショッピングモールの事業の運営・管理，ポイントカードの
発行・清算及び管理，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，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，企業の福利厚生事業に関す
る助言及び指導，福利厚生事業の管理，福利厚生事業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，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，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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
35,36,43,44

37

§ｅｋｉｍｏ

通常

2012/9/18 2012-075472

南海商事株式会社
東急不動産株式会社

30,32
38

ＣＡＬＰＩＳ∞黒豆黒茶

通常

2012/9/18 2012-075478 カルピス株式会社

30,32
39

黒豆＼黒▲茶▼＼［くろまめ＼
通常
くろちゃ］∞普▲じ▼

指定商品・役務
【35】広告，ショッピングセンター・ショッピングモールの事業の運営・管理，ポイントカードの
発行・清算及び管理，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，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，企業の福利厚生事業に関す
る助言及び指導，福利厚生事業の管理，福利厚生事業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，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，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，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，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，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，愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供 肥料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【30】黒豆を加味した黒茶，黒豆を加味した黒茶飲料
【32】黒豆を加味した黒茶入りの清涼飲料

2012/9/18 2012-075479 カルピス株式会社

※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。

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

【30】黒豆を加味した黒茶，黒豆を加味した黒茶飲料
【32】黒豆を加味した黒茶入りの清涼飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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
25,35

40

ｉｒｕｓｔａｍ

通常:
標準

2012/9/19 2012-075534 株式会社ベイクルーズ

25,35

41

Ｍａｄｅｍｏｄｅｒｎｎａ

通常:
標準

2012/9/19 2012-075535 株式会社ベイクルーズ

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

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

指定商品・役務
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，壁掛け・カーテン・敷物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，電球類及び照明用器具・携帯電話機用部品及び附属品・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，キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，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，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・ろうそくタイプの芳香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 靴クリーム・靴墨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，壁掛け・カーテン・敷物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，電球類及び照明用器具・携帯電話機用部品及び附属品・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，キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，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，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・ろうそくタイプの芳香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 靴クリーム・靴墨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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
25,35

42

Ｐｌａｇｅ

通常:
標準

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

29,30,35,43

【29】食用油脂，肉製品，韓国海苔，加工水産物，キムチ，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，調味料，香辛料，米菓子及びもち，もち菓子，めん類，春雨，寿司，チヂミ，食酢
【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

2012/9/19 2012-075542 株式会社ベイクルーズ

01,03,05,30,31,32

43

ＢＩＯ‐ＮＯＲＭＡＬＩＺＥＲ＼バイ
オ・ノーマライザー

通常

2012/9/19 2012-075548 株式会社三旺インターナショナル

01,03,05,30,31,32

44

図形商標

通常

2012/9/19 2012-075549 株式会社三旺インターナショナル

01,03,05,10,11,32
45

ヘルストレック

46

キトパワードリンク

47

渋谷サーモンスクエア

48

つるはし家

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/9/19 2012-075557 豪榮有限公司

2012/9/19 2012-075560 豪榮有限公司
2012/9/19 2012-075562 株式会社魚力
2012/9/19 2012-075609 ダイユー食品株式会社

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

指定商品・役務
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，壁掛け・カーテン・敷物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，電球類及び照明用器具・携帯電話機用部品及び附属品・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，キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，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，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・ろうそくタイプの芳香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 靴クリーム・靴墨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【01】植物育成剤，植物ホルモン剤，土壌改良剤，発芽抑制剤，その他の植物成長調整剤
類，肥料
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，動物用防臭剤
【05】パパイヤを主原料とする液状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，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。），薬剤
【30】酵母，イーストパウダー，こうじ，ベーキングパウダー，茶
【31】飼料，飼料用たんぱく，野菜，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
【01】植物育成剤，植物ホルモン剤，土壌改良剤，発芽抑制剤，その他の植物成長調整剤
類，肥料
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，動物用防臭剤
【05】パパイヤを主原料とする液状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，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。），薬剤
【30】酵母，イーストパウダー，こうじ，ベーキングパウダー，茶
【31】飼料，飼料用たんぱく，野菜，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
【01】肥料，食物保存剤，植物育成剤，土壌改良剤
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
【05】サプリメント
【10】家庭用電気マッサージ器，業務用美容マッサージ器
【11】家庭用浄水器，浄水装置，飲料水用ろ過器，家庭用美容機械器具，家庭用電気式
美顔器，業務用の美顔・整肌機械器具
【32】飲料水，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【32】飲料水，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

49

￠Ｐａｖｅ

通常

2012/9/19 2012-075671 株式会社ザッパラス

26,35

50

ｓｍａｌｌ ｔｒｉｐｓ

通常:
標準

2012/9/19 2012-075720 株式会社あーとにしむら

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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指定商品・役務
【35】広告業，インターネットによる広告，広告場所の貸与，新商品の開発の企画・立案及
びその助言，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール事業運営，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，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，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
【26】ヘアークリップ及びその他の頭飾品，テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレー
ス生地，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，房類，腕止め，ボタン類
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲
料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及び
ココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の
小売又は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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09,11,14,16,35,37,3 【09】太陽電池，太陽電池による発電装置，太陽電池を利用した充電器
【11】太陽電池を利用した照明器具，太陽熱利用温水器並びにその部品及び附属品
9,41,42,44,45

51

ココチモ

通常:
標準

2012/9/19 2012-075741 株式会社ユ－キャン

09,11,14,16,35,37,3
9,41,42,44,45

52

ＣＯＣＯＣＩＭＯ

通常:
標準

2012/9/19 2012-075742 株式会社ユ－キャン

32
53

忍者＼ＮＩＮＪＡ

通常

2012/9/19 2012-075779 株式会社チェリオジャパン

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【14】宝玉及びその模造品
【16】印刷物
【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，自動車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気
機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利
器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，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
【09】太陽電池，太陽電池による発電装置，太陽電池を利用した充電器
【11】太陽電池を利用した照明器具，太陽熱利用温水器並びにその部品及び附属品
【14】宝玉及びその模造品
【16】印刷物
【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，自動車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気
機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利
器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，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
【32】炭酸飲料，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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

54

§ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ

通常

2012/9/19 2012-075792 綜合警備保障株式会社

30,35,41,43

55

箱根スイーツコレクション

通常

2012/9/19 2012-075806

※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。

小田急箱根ホールディングス株式会
社
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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
【30】コーヒー及びココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，
ホットドッグ，ミートパイ，調味料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀物の加工
品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，即席菓子のもと
【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，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】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，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画
又は運営，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポー
ツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），娯楽施設の提供，映
画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

56

Ｂｒｉｌｌａｇｅ

通常:
標準

2012/9/19 2012-075813 株式会社スクロール

57

フジグルコン

通常:
標準

2012/9/19 2012-075837 扶桑化学工業株式会社

Ｆｕｊｉｇｌｕｃｏｎ

通常:
標準

01,03,29,30,32

01,03,29,30,32
58

2012/9/19 2012-075838 扶桑化学工業株式会社
35,41,42,44

59

ハピルス＼ＨＡＰＰＹＬＴＨ

通常

2012/9/19 2012-075881

※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。

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケ
ア

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

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，織物及び
寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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（つけづめ・つ
けまつ毛・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・耳か
き・携帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあご
ひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）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，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，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，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，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，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，通信販売による商品の売買契約の取次ぎ，インターネットウェブサイトにお
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 その他の商品の売買契約の媒
【01】化学品，酸類
【03】化粧品
【29】油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，調味料
【32】ビール，アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料，清涼飲料
【01】化学品，酸類
【03】化粧品
【29】油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，調味料
【32】ビール，アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料，清涼飲料
【35】広告業，販売又は営業促進のための商品又はサービス交換用ポイントの管理及び
清算，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，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，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，保健士の紹介，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，コンピュータによる利用者の健康情報のデータ管理，健康管理に
関するデータ入力事務の代行，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，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，測定機械器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，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，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，飲食料品の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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

60

スマート君

通常

2012/9/19 2012-075885 丸善製薬株式会社

35

61

§五福堂＼Ｇｏｆｕｋｕｄｏ

通常

2012/9/19 2012-075897 株式会社ジャナ通信社

35

62

§五福美人＼Ｇｏｆｕｋｕｂｉｊｉｎ

通常

2012/9/19 2012-075898 株式会社ジャナ通信社

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

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

指定商品・役務
【05】薬剤，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，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，豆乳，豆腐，納豆，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，食用
たんぱく
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，イーストパウダー，
こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす
【32】ビ
ル 清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジ
ス ビ ル製造用ホ プ キス 乳
【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，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，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，肉製
品及び加工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，
穀物の加工品の小売又は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
野菜及び加工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，
サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食
料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，よもぎ成分を含
有する衛生用・生理用ナプキン及びパンティライナ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，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，よもぎ成分を含有する衛生用・生理用ナ
プキン及びパンティライナーに使用してなる貼付用使い捨てカイロの小売又は卸売の業務
【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，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子
及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，肉製
品及び加工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，
穀物の加工品の小売又は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
野菜及び加工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，
サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食
料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，よもぎ成分を含
有する衛生用・生理用ナプキン及びパンティライナ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，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，よもぎ成分を含有する衛生用・生理用ナ
プキン及びパンティライナーに使用してなる貼付用使い捨てカイロの小売又は卸売の業務
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No.

63

64

65

商標（見本）

商標

Ｃａｒｒｙ Ｈ

キャリーエイチ

種別

通常

通常

Ｌｅ Ｃｈｅｚ Ｃｒｉｔ＼ル・シェ・クリ 通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【32】水素を含有する飲料水，水素を含有する清涼飲料

32

【32】水素を含有する飲料水，水素を含有する清涼飲料

35,43,45

【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】清涼飲料

2012/9/20 2012-075921 ジャパンシステム 株式会社

2012/9/20 2012-075922 ジャパンシステム 株式会社

2012/9/20 2012-075928 株式会社エスクリ

32
66

Ｂｅｒｒｙ Ｘ＼Ｈｅａｌｔｈｙ Ｓｕｐｐｏｒｔ
通常
Ｄｒｉｎｋ ベリー・エクス

67

§街角∞＠マチカドバル＼喫茶
通常
＆酒場

68

ＹＯＫＥ

通常:
標準

指定商品・役務

32

2012/9/20 2012-075935 オールネクスト株式会社

35,43

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

29,30,32

【29】食用油脂，乳製品
【30】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，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

2012/9/20 2012-075975 株式会社プロントコーポレーション

2012/9/20 2012-076022 日清ヨーク株式会社

※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）2012.09.16～2012.09.22.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

鬼平

通常:
標準

2012/9/20 2012-076035 株式会社オフィス池波

29,31,32,35
70

ＳＡＩＢＹ＼菜美

通常

2012/9/20 2012-076077 キューサイ株式会社

35

71

Ｆｕｃｈｓｉａ ｂｙ Ｐｅａｃｈ

通常:
標準

2012/9/20 2012-076082 Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社

35
72

Ｏｆｆｉｃｅ Ｃｏｎｖｅｎｉ

通常

2012/9/20 2012-076116 株式会社オフィスコンビニ

※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。

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，インターネットウェブサイトにおける広告用スペースの提供，トレーディングス
タンプの発行，ポイント蓄積式カードによる販売又は営業促進策の企画・運営又はそれら
に関する情報の提供，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の
販売に関する情報の提供，ホテル事業の管理，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の提供，広告用具の貸与，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，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，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，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
【29】乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，野菜・果実を原材料とする食用ゼリー，調理用野菜
ジュース，その他の加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，
納豆，お茶漬けのり，ふりかけ，豆
【31】海藻類，野菜（「茶の葉」を除く。），茶の葉，糖料作物，果実，麦芽，あわ，きび，ご
ま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，スムージー，乳清飲料
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，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
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

73

商標（見本）

商標

§トルトコミテ

種別

通常

出願日

出願番号

2012/9/20 2012-076122

出願人／権利者

Ｇｏｓｈｏｋｕ

通常

2012/9/20 2012-076123 株式会社 合食

75

トップカイザー

通常:
標準

2012/9/20 2012-076130 金陽製薬株式会社

クリスタルクリア

通常

2012/9/20 2012-076154

指定商品・役務
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，広告
業，商品の販売に関する情報の提供

29,30,35

【29】食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，肉製品，加工水産物，加工野菜及
び加工果実，ふりかけ
【30】菓子
【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】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

32

【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，アルコール分を含まないビール風味の清涼飲
料，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

ジュピターショップチャンネル株式会
社

74

76

区分
35

アサヒグループホールディングス株
式会社

01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，漂白剤（洗濯用のものを除く。），試験紙，写真材料，植物成長調整剤類，人
7,08,09,10,11,12,14, 工甘味料，肥料，工業用粉類，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
15,16,17,18,19,20,2 【02】塗料，印刷インキ，絵の具
【03】せっけん類，つけづめ，つけまつ毛，化粧品，歯磨き，研磨紙，研磨布，研磨用砂，
1,22,23,24,25,26,27, 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染
28,29,30,31,32,33,3 み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，除菌効果を有する洗濯用漂白剤その他の洗濯用漂白
4,35,36,37,39,40,41, 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，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，香料
42,43,44,45

77

ロハコ＼ＬＯＨＡＣＯ

通常

2012/9/20 2012-076177 アスクル株式会社

※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/

【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，ろうそく
【05】愛玩動物用薬剤，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），歯科用材
料，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，防虫紙，薬剤，
サプリメント，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理
帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯
液，胸当てパッド，乳幼児用粉乳
【06】愛玩動物用鎖，金庫，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製工具箱，金属製建造物
組立てセット，はんだ，かな床，はちの巣，つえ用金属製石突き，金属製の墓標及び墓碑
用銘板，金属製金具，金属製建具，金属製養鶏用かご，建築用又は構築用の金属製専
用材料，アイゼン，カラビナ，ハーケン，拍車，金属製立て看板，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，金属製家庭用水槽，金属製のタオル
用ディスペンサー
【07】金属加工機械器具及びその部品・附属品，電気溶接機・ガス溶接機及びその部品・
附属品，土木機械器具及びその部品・附属品，荷役機械器具及びその部品・附属品，集
塵機・油水分離機・その他の化学機械器具，ポンプ・圧縮機・その他の風水力機械器具，
機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），金属製貯蔵・輸送用コンテナ，塗装機械器具，
農業用機械器具，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，電気洗濯機，電気ミ
キサー 電機ブラシ 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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09,10,16,28,32,33,3 【09】アニメーション映写フィルム，録音済み又は録画済みのコンパクトディスク，コンピュー
5,36,37,38,39,41,42, タ用ゲームプログラム，ビデオテープ（未記録のもの），映画用撮影機，映画用フィルム編
集設備，映画用フィルム編集用具，映写用スクリーン，水洗用トレイ（写真用のもの），映
43,44
写装置，スライドフィルム（現像済みのもの），映画用フィルム（露光済みのもの），録音用

78

ＷＡＮＤＡ

通常:
標準

2012/9/20 2012-076204

大連ワンダグループ カンパニーリミ
テッド

09,10,16,28,32,33,3
5,36,37,38,39,41,42,
43,44

79

万▲達▼

通常

2012/9/20 2012-076205

※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。

大連ワンダグループ 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/

記録媒体，電子出版物（ダウンロード可能），水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築
用のものを除く。），オゾン発生器，電解槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の
計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，
タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，郵便切手の
はり付けチェック装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火
ホース，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，
盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光
式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物
運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真
機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器
具，回転変流機，調相機，太陽電池，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科学用人
工衛星，消防車，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事故防護
用手袋，眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，運動用保護ヘルメット，ウエイトベルト，エ
アタンク，レギュレーター，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インターネットを利用して受信し、及び保存することが
できる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファ
イル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，映写フィルム，スライドフィルム，スライ
ドフィルム用マウント 電子出版物
【09】アニメーション映写フィルム，録音済み又は録画済みのコンパクトディスク，コンピュー
タ用ゲームプログラム，ビデオテープ（未記録のもの），映画用撮影機，映画用フィルム編
集設備，映画用フィルム編集用具，映写用スクリーン，水洗用トレイ（写真用のもの），映
写装置，スライドフィルム（現像済みのもの），映画用フィルム（露光済みのもの），録音用
記録媒体，電子出版物（ダウンロード可能），水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築
用のものを除く。），オゾン発生器，電解槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の
計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，
タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，郵便切手の
はり付けチェック装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火
ホース，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，
盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光
式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物
運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真
機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器
具，回転変流機，調相機，太陽電池，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科学用人
工衛星，消防車，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事故防護
用手袋，眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，運動用保護ヘルメット，ウエイトベルト，エ
アタンク，レギュレーター，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インターネットを利用して受信し、及び保存することが
できる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファ
イル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，映写フィルム，スライドフィルム，スライ
ドフィルム用マウント 電子出版物
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09,10,16,28,32,33,3 【09】アニメーション映写フィルム，録音済み又は録画済みのコンパクトディスク，コンピュー
5,36,37,38,39,41,42, タ用ゲームプログラム，ビデオテープ（未記録のもの），映画用撮影機，映画用フィルム編
集設備，映画用フィルム編集用具，映写用スクリーン，水洗用トレイ（写真用のもの），映
43,44
写装置，スライドフィルム（現像済みのもの），映画用フィルム（露光済みのもの），録音用

80

図形商標

通常

2012/9/20 2012-076206

大連ワンダグループ カンパニーリミ
テッド

25,32,35
81

§ＲＹＵＫＹＵ ＩＤＯＬ∞ＯＫＩＮＡ
通常
ＷＡ∞ＲＹＵＫＹＵ ＩＤＯＬ

2012/9/20 2012-076306 有限会社サミットプロ

30,32,33
82

の み＼呑んで味でけろ

通常

2012/9/21 2012-076327 秋元 順一

35,43

83

キュービックプラザ新横浜＼ぐ
通常
るめストリート

84

バナアクア

通常:
標準

2012/9/21 2012-076349

株式会社ジェイアール東海エージェ
ンシー

2012/9/21 2012-076399 株式会社伯商

32
29,30,35

85

§華福楼＼Ｈａｎａ‐Ｆｕｋｕ‐Ｒｏｕ 通常

2012/9/21 2012-076422 株式会社ファイセンスファクトリー

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

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

記録媒体，電子出版物（ダウンロード可能），水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築
用のものを除く。），オゾン発生器，電解槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の
計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，
タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，郵便切手の
はり付けチェック装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火
ホース，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，
盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光
式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物
運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真
機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器
具，回転変流機，調相機，太陽電池，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科学用人
工衛星，消防車，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事故防護
用手袋，眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，運動用保護ヘルメット，ウエイトベルト，エ
アタンク，レギュレーター，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インターネットを利用して受信し、及び保存することが
できる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファ
イル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，映写フィルム，スライドフィルム，スライ
ドフィルム用マウント 電子出版物
【25】ティーシャツ，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履
物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【32】飲料水，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール，ビール製造
用ホップエキス，乳清飲料
【35】芸能プロダクションの管理・運営，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又
は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，歌手・タレント等芸能人
のあっせん及び紹介，職業のあっせん，広告業，求人情報の提供，歌手・タレント等芸能
人の派遣
【30】茶，甘茶，コーヒー，ココア
【32】甘茶ジュース，ビール，山ぶどうジュース，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料，飲料水
【33】どぶろく，日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，薬味酒

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，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
【32】清涼飲料
【29】麻婆豆腐，エビチリソース煮，肉製品，加工水産物，食肉を主材とする惣菜，卵を主
材とする惣菜，魚介類を主材とする惣菜，肉製品・加工水産物を主材とする惣菜，野菜・
加工野菜・加工果実を主材とする惣菜，油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆を
主材とする惣菜，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ，ぎょうざ，しゅうまい，冷凍しゅうまい，小龍包，春巻，中華ちまき，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，穀物の加工品を主材とする惣菜
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,30,32

86

日本で最も＼美しい村で育った
通常
＼たらま＼多良間ノニ

2012/9/21 2012-076423

金秀バイオ株式会社
美里 泰秀

32
87

88

89

§Ｔｒｏｐｉｃａｎａ

桃の天然水＼ＬＩＧＨＴ

コレモおおむら

通常

通常

通常:
標準

2012/9/21 2012-076443

トロピカーナ プロダクツ，インコーポ
レイテッド

32

【32】桃の果汁入り清涼飲料，桃を使用した果実飲料，桃の果汁入り乳清飲料

35

【35】ショッピングモール事業の運営及び管理，衣料品・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，電気機械器具類の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行わ
【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

2012/9/21 2012-076456 日本たばこ産業株式会社

2012/9/21 2012-076459 上駅通り地区市街地再開発組合

35,41,43

90

ＱＬｕＲｉ

通常

指定商品・役務
【05】沖縄県宮古郡多良間村産ノニを主原料とした粉末・顆粒・粒体・錠剤・カプセル又は
液状の加工食品・サプリメント
【30】沖縄県宮古郡多良間村産ノニを主原料とした茶，沖縄県宮古郡多良間村産ノニを使
用してなる菓子，沖縄県宮古郡多良間村産ノニを使用してなるパン，沖縄県宮古郡多良
間村産ノニを使用してなるサンドイッチ，沖縄県宮古郡多良間村産ノニを使用してなる中
華まんじゅう，沖縄県宮古郡多良間村産ノニを使用してなるハンバーガー，沖縄県宮古郡
多良間村産ノニを使用してなるピザ，沖縄県宮古郡多良間村産ノニを使用してなるホット
ドッグ，沖縄県宮古郡多良間村産ノニを使用してなるミートパイ，沖縄県宮古郡多良間村
産ノニを使用してなる穀物の加工品，沖縄県宮古郡多良間村産ノニを使用してなるパスタ
ソース
【32】ミネラルウォーター，炭酸水，その他のアルコール分を含有しない飲料，果実飲料，フ
ルーツジュース，飲料製造用のシロップ，その他の飲料製造用の調製品（ビール製造用の
調整品を除く。）

2012/9/21 2012-076463 株式会社マミーマート

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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
35,41,43

91

クルリ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076482 株式会社マミーマート

03,05,30,32,33
92

ＢＩＯＦＬＥＵＲ

通常

2012/9/21 2012-076493 ホシケミカルズ株式会社

30,32
93

§おいしい滴

通常

2012/9/21 2012-076544 宮出 博史

35

94

サンテ／ナチュレ＼Ｓａｎｔｅ／Ｎ
通常
ａｔｕｒｅ

指定商品・役務
【35】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，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，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，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，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 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【05】薬剤，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
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中
華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【30】調味料，香辛料
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012/9/21 2012-076546 株式会社名古屋三越

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

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

【35】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，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，アロマオイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ア
ロマテラピー用ポッドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.
95

商標（見本）

商標
贅沢香茶

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
30,32

2012/9/21 2012-076558 ダイドードリンコ株式会社
01,11,32

96

図形商標

通常

2012/9/21 2012-076588 株式会社バイオフェイス東京研究所

97

プラチナプラス

通常:
標準

2012/9/21 2012-076590 株式会社バイオフェイス東京研究所

98

ＮＡＮＯプラチナ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076594 株式会社バイオフェイス東京研究所

01,11,32

01,11,32

03,09,16,30,33,35,3
6,40,41,42,44

99

§Ｑｏｌ＼クオール

通常

2012/9/21 2012-076604 クオール株式会社

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

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

指定商品・役務
【30】茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アー
モンドペースト
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【01】植物成長調整剤類，肥料，非鉄金属，非金属鉱物，工業用粉類
【11】加湿器，業務用加湿器，家庭用蒸気式器，家庭用超音波式美顔器，蒸気発生設備，
家庭用空気清浄機，業務用空気清浄機
【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

【01】植物成長調整剤類、肥料、非鉄金属、非金属鉱物、工業用粉類
【11】加湿器、業務用加湿器、家庭用蒸気式美顔器、家庭用超音波美顔器、蒸気発生設
備、家庭用空気清浄機、業務用空気清浄機
【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
【01】植物成長調整剤類、肥料、非鉄金属、非金属鉱物、工業用粉類
【11】加湿器、業務用加湿器、家庭用蒸気式美顔器、家庭用超音波美顔器、蒸気発生設
備、家庭用空気清浄機、業務用空気清浄機
【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
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【09】電子出版物，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイ
ル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【16】手帳，その他の文房具類，新聞，雑誌，その他の印刷物
【30】茶，コーヒー，ココア，穀物の加工品
【33】薬味酒
【35】トレーディングスタンプの発行，ポイントカードの発行，市場分析，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，職業のあっせん，一般事
務の代理又は代行（派遣によるものを含む。），派遣による一般事務，経理事務の代理又
は代行（派遣によるものを含む。），派遣による経理事務，医療事務の代理又は代行（派
遣によるものを含む。），派遣による医療事務，診療報酬請求事務の代理又は代行（派遣
によるものを含む。），派遣による診療報酬請求事務，病院一般事務の代理又は代行（派
遣によるものを含む。），派遣による病院一般事務，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，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，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（但し「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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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
03,05,10,32,35,41

100

§Ｑｏｌ

通常

2012/9/21 2012-076605 クオール株式会社

09,12,16,35,37,39,4
1

101

グー自転車

通常:
標準

2012/9/21 2012-076622 株式会社プロトコーポレーション

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

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

指定商品・役務
【03】口臭用消臭剤
【05】薬剤，おむつ，おむつカバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療
法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】医療用機械器具
【32】清涼飲料，果実飲料，粉末状の飲料用青汁のもと，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【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，かばん類の小売又は卸
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（但し「つけづめ・つけ
まつ毛・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・耳かき・
携帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひ
げ・つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）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，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（但し「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・家庭用食品包装フイルム・調理用具・アイスペール・こしょう入れ・
砂糖入れ・ざる・塩振り出し容器・しゃもじ・じょうご・ストロー・膳・栓抜・卵立て・タルト取り
分け用へら・ナプキンホルダー・ナプキンリング・鍋敷き・はし・はし箱・ひしゃく・ふるい・盆・
ようじ・ようじ入れ・織物製テーブルナプキン」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，紙類の小売又は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
【41】セミナーの企画・運営又は開催 教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・
【09】自転車用ヘルメット，携帯電話用ストラップ，眼鏡，自転車競技用ヘルメット，音声・画
像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体，ダウンロード可能な音楽・音声・映像・画像，
電子出版物
【12】乗物用盗難警報器，自転車並びにその部品・附属品，自転車用変速機その他の動
力伝導装置，自転車用サスペンション，自転車用ブレーキ，タイヤ又はチューブの修繕用
ゴムはり付け片
【16】紙製包装用容器，紙製のぼり，紙製旗，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真
立て
【35】広告，インターネットウェブサイト上の広告用スペースの貸与，商品の販売促進・役務
提供のためのクーポン券の発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の
売買契約の媒介又は取次ぎ，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，事務
処理の代理又は代行，自転車並びにその部品及び附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，自転車用ヘルメットの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，自転車競技用ヘルメットの小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，自転車用錠の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，乗物用盗難警報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，自転車の歯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，自転車のサスペンショ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，自転車のブレーキの小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，自転車用発電機の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，乗物用走行距離記録計の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，手動工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，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 水筒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,43,44

102

上品の郷

通常:
標準

2012/9/21 2012-076729 株式会社かほく・上品の郷

35

103

§ｅ

通常

2012/9/21 2012-076738

エボリューション フレッシュ イン
コーポレイテッド

35

104

ＳＱＵＥＥＺＥ ＬＩＦＥ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076739

※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。

エボリューション フレッシュ イン
コーポレイテッド

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

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，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，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類
及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，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
【35】ビジネスアドミニストレーションサービス，ビジネスマネジメントサービス，レストラン・カ
フェ・コーヒー店及び軽食堂の設立及び／またはオペレーションにおける専門的な支援の
提供，その他のフランチャイズサービス，コーヒー・茶・ココア・フルーツジュースを含むア
ルコール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・水・包装された食品・調理された食品・栄
養サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時
計・ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディング・ブランクブックス・書籍・トートバッ
グ・パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・傘・布から作られる全ての商品・プラス
チックから作られる全ての商品・レザーから作られる全ての商品・レザー製のキーフォブ・
被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパズルの分野の小売サービス，コーヒー・
茶・ココア・フルーツジュースを含むアルコール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・
水・包装された食品・調理された食品・栄養サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・
非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時計・ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディ
ング・ブランクブックス・書籍・トートバッグ・パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・
傘・布から作られる全ての商品・プラスチックから作られる全ての商品・レザーから作られ
る全ての商品・レザー製のキーフォブ・被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパ
ズルの分野の卸売ディストリビューターシップサービス・卸売店サービス・卸売オーダー
サービス及びその他の卸売サービス，コーヒー・茶・ココア・フルーツジュースを含むアル
コール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・水・包装された食品・調理された食品・栄養
サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時計・
ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディング・ブランクブックス・書籍・トートバッグ・
パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・傘・布から作られる全ての商品・プラス
チックから作られる全ての商品・レザーから作られる全ての商品・レザー製のキーフォブ・
被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパズルの分野におけるメールオーダー
【35】ビジネスアドミニストレーションサービス，ビジネスマネジメントサービス，レストラン・カ
フェ・コーヒー店及び軽食堂の設立及び／またはオペレーションにおける専門的な支援の
提供，その他のフランチャイズサービス，コーヒー・茶・ココア・フルーツジュースを含むア
ルコール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・水・包装された食品・調理された食品・栄
養サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時
計・ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディング・ブランクブックス・書籍・トートバッ
グ・パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・傘・布から作られる全ての商品・プラス
チックから作られる全ての商品・レザーから作られる全ての商品・レザー製のキーフォブ・
被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパズルの分野の小売サービス，コーヒー・
茶・ココア・フルーツジュースを含むアルコール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・
水・包装された食品・調理された食品・栄養サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・
非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時計・ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディ
ング・ブランクブックス・書籍・トートバッグ・パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・
傘・布から作られる全ての商品・プラスチックから作られる全ての商品・レザーから作られ
る全ての商品・レザー製のキーフォブ・被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパ
ズルの分野の卸売ディストリビューターシップサービス・卸売店サービス・卸売オーダー
サービス及びその他の卸売サービス，コーヒー・茶・ココア・フルーツジュースを含むアル
コール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・水・包装された食品・調理された食品・栄養
サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時計・
ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディング・ブランクブックス・書籍・トートバッグ・
パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・傘・布から作られる全ての商品・プラス
チックから作られる全ての商品・レザーから作られる全ての商品・レザー製のキーフォブ・
被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパズルの分野におけるメールオーダー
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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

105

ＨＯＴ ＳＩＭＭＥＲ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076740

エボリューション フレッシュ イン
コーポレイテッド

32

106

ＤＥＦＥＮＳＥ ＵＰ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076741

エボリューション フレッシュ イン
コーポレイテッド

32

107

ＯＲＧＡＮＩＣ Ｖ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076742

エボリューション フレッシュ イン
コーポレイテッド

32

108

ＥＳＳＥＮＴＩＡＬ ＧＲＥＥＮＳ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076743

エボリューション フレッシュ イン
コーポレイテッド

32

109

ＩＮＣＲＥＤＩＢＬＥ ＶＥＧＥＴＡＢＬ 通常:
Ｅ
標準

2012/9/21 2012-076744

エボリューション フレッシュ イン
コーポレイテッド

35,41
110

夕日の滝

通常:
標準

2012/9/21 2012-076763 加藤 頼正

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

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

指定商品・役務
【29】牛乳，風味付きの牛乳，ミルクセーキ，牛乳ベースの飲料，豆乳，フルーツジャム，コ
ンポート・ゼリー及びブレッドスプレッド（他の類に含まれないものに限る。），他の類に属さ
ない肉・豆・鳥肉・魚介類・野菜・果実・豆腐及び／又はチーズ（パスタ・米・穀物を含有す
るものも含む）からなる保存加工された果実及び野菜・調理された食品又は冷凍食品，保
存加工された果実及び野菜，ヨーグルト及びホイップクリーム，調理されたナッツ，シーズ
ンドナッツ，ローストナッツ，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを
除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・
とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつお節，寒天，削り
節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり，その他の加工水
産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆腐，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
【32】フルーツジュース，フルーツ及びジュースベースの飲料，フルーツジュースを含むフ
ルーツドリンク及びソフトドリンク，フローズンフルーツ飲料，フローズンフルーツベースの
飲料，飲料の原料に用いられるフルーツ濃縮物及びフルーツピューレ，フローズンブレンド
飲料を作るための飲料の濃縮物及びシロップ，スパークリングフルーツ及びジュースベー
スの飲料及びソーダ飲料，ベジタブルフルーツジュース，ベジタブルベースの飲料，ベジタ
ブルジュースを含む飲料，液状及び粉状の飲料のもと，茶及び草を原料とする茶をベース
とする飲料を作るための風味シロップ，水・ミネラルウォーター・スパークリングウォーター・
ビタミンを含む飲料水・その他のアルコール分を含まない飲料，ソフトドリンク，ソーダポッ
プ飲料，飲料を作るための風味シロップ，風味付き及び風味なしのボトルに詰められた飲
料水，エネルギー飲料，代用乳飲料ではない大豆ベースの飲料，大豆ドリンク及び大豆
ベースの飲料，ナッツミルク，ナッツジュース，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜
【32】フルーツジュース，フルーツ及びジュースベースの飲料，フルーツジュースを含むフ
ルーツドリンク及びソフトドリンク，フローズンフルーツ飲料，フローズンフルーツベースの
飲料，飲料の原料に用いられるフルーツ濃縮物及びフルーツピューレ，フローズンブレンド
飲料を作るための飲料の濃縮物及びシロップ，スパークリングフルーツ及びジュースベー
スの飲料及びソーダ飲料，ベジタブルフルーツジュース，ベジタブルベースの飲料，ベジタ
ブルジュースを含む飲料，液状及び粉状の飲料のもと，茶及び草を原料とする茶をベース
とする飲料を作るための風味シロップ，水・ミネラルウォーター・スパークリングウォーター・
ビタミンを含む飲料水・その他のアルコール分を含まない飲料，ソフトドリンク，ソーダポッ
プ飲料，飲料を作るための風味シロップ，風味付き及び風味なしのボトルに詰められた飲
料水，エネルギー飲料，代用乳飲料ではない大豆ベースの飲料，大豆ドリンク及び大豆
ベースの飲料，ナッツミルク，ナッツジュース，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜
【32】フルーツジュース，フルーツ及びジュースベースの飲料，フルーツジュースを含むフ
ルーツドリンク及びソフトドリンク，フローズンフルーツ飲料，フローズンフルーツベースの
飲料，飲料の原料に用いられるフルーツ濃縮物及びフルーツピューレ，フローズンブレンド
飲料を作るための飲料の濃縮物及びシロップ，スパークリングフルーツ及びジュースベー
スの飲料及びソーダ飲料，ベジタブルフルーツジュース，ベジタブルベースの飲料，ベジタ
ブルジュースを含む飲料，液状及び粉状の飲料のもと，茶及び草を原料とする茶をベース
とする飲料を作るための風味シロップ，水・ミネラルウォーター・スパークリングウォーター・
ビタミンを含む飲料水・その他のアルコール分を含まない飲料，ソフトドリンク，ソーダポッ
プ飲料，飲料を作るための風味シロップ，風味付き及び風味なしのボトルに詰められた飲
料水，エネルギー飲料，代用乳飲料ではない大豆ベースの飲料，大豆ドリンク及び大豆
ベースの飲料，ナッツミルク，ナッツジュース，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜
【32】フルーツジュース，フルーツ及びジュースベースの飲料，フルーツジュースを含むフ
ルーツドリンク及びソフトドリンク，フローズンフルーツ飲料，フローズンフルーツベースの
飲料，飲料の原料に用いられるフルーツ濃縮物及びフルーツピューレ，フローズンブレンド
飲料を作るための飲料の濃縮物及びシロップ，スパークリングフルーツ及びジュースベー
スの飲料及びソーダ飲料，ベジタブルフルーツジュース，ベジタブルベースの飲料，ベジタ
ブルジュースを含む飲料，液状及び粉状の飲料のもと，茶及び草を原料とする茶をベース
とする飲料を作るための風味シロップ，水・ミネラルウォーター・スパークリングウォーター・
ビタミンを含む飲料水・その他のアルコール分を含まない飲料，ソフトドリンク，ソーダポッ
プ飲料，飲料を作るための風味シロップ，風味付き及び風味なしのボトルに詰められた飲
料水，エネルギー飲料，代用乳飲料ではない大豆ベースの飲料，大豆ドリンク及び大豆
ベースの飲料，ナッツミルク，ナッツジュース，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜
【35】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，
身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，加工食料品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.
111

112

113

114

商標（見本）

商標
ふじ桜の雫

種別
通常:
標準

薩摩ノ命水（さつまのめいすい） 通常

ときめき水素水

当社自家製

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/9/18 2012-079412 コミヤマエレクトロン株式会社

区分

【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

32

【32】ナチュラルミネラルウォーター

32

【32】アルコールを含有しない飲料，水素水，ミネラルウォーター

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，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
【29】プチヴェールを原材料とする調理用野菜ジュース
【32】プチヴェールを原材料とする飲料用野菜ジュース

2012/9/20 2012-079769 株式会社オービックジャパン宮崎

2012/9/20 2012-079775 株式会社エムヴィーアール

2012/9/19 2012-079810 株式会社ブレーン・ストーミング社

29,32
115

§プチヴェール

通常

2012/9/19 2012-079828 株式会社増田採種場

32,33
116

天運

通常

指定商品・役務

32

2012/9/19 2012-079836 麻原酒造株式会社

※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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【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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

16,21,29,30,31,32,3 【16】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，文房
具類，印刷物
3,36,41,44

117

むすひ

通常:
標準

2012/9/21 2012-080193 株式会社シーエムエフ総合研究所

32
118

ｎｕｅｃｏｃｏ

通常

2012/9/21 2012-080194

チャバア バンコック カンパニー リ
ミテッド

35
119

§ＤＳＡＰ＼ディーサップ

通常

2012/9/20 2012-080207 株式会社アトラク

120

ゆいチュー

通常:
標準

2012/9/20 2012-080233 保里 安則

30,32
16,24,35,43

121

図形商標

通常

2012/9/19 2012-080239 下関市

122

びわこ花噴水

通常:
標準

2012/9/20 2012-080240 御舩 泰秀

※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。

【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），食器類，お守り，おみくじ
【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，コプラ，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，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
【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
【36】企業の信用に関する調査，慈善のための募金
【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，演芸の上演，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
【32】果実飲料

30,32
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【35】農作物及び食肉の広告、広告、食肉の販売についての指導及び助言、商品の販売
契約の媒介、農業及び畜産業に関する経営の指導及び助言、品質管理業務に関する指
導及び助言、経営の診断又は経営に関する助言、農作物及び食肉に関する市場調査、
市場調査、商品の販売に関する情報の提供、農業及び畜産業作業者の紹介、競売の運
営、輸出入に関する事務の代理又は代行、広告用具の貸与、野菜及び果実、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、清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の乗務において行われる顧客に対する便益の提供、加工食品の小売又は
卸売の業務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
に於いて行われる顧客に対する便益の提供
【30】茶，コーヒー，ココア，コーヒー豆，調味料，穀物の加工品，氷，菓子，パン，アイスク
リームのもと，シャーベットのもと
【32】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
【16】紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，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
【24】布製身の回り品，のぼり及び旗（紙製のものを除く。）
【35】広告業，書類の複製，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

【30】氷，茶，菓子，パン，サンドイッチ，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，弁当，即席菓子
のもと
【32】炭酸飲料 清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジ
ス 乳清飲料 ビ ル
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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
14,35

123

ｐｈｉｔｅｎ

通常

2012/9/19 2012-080242 ファイテン株式会社

35

124

§ＴＯＳ∞ＴＯＵＣＨ ＯＦ ＳＯＵ
Ｐ∞ＣＡＦＥ∞ＢＹ ＴＡＫＡＫＯ
通常
ＮＡＫＡＭＵＲＡ

2012/9/20 2012-080243 株式会社アントレックス

32
125

126

127

波動水

通常

マド
§Ｂｏｎｄｉ＼ＡＵＳＴＲＡＬＩＡＮ＼Ｐ
プロ:
ＲＥＭＩＵＭ ＢＥＥＲ
通常

マド
ＤＢＫ Ｄｒｉｎｋｉｎｇ Ｂａｎａｎａ Ｋｉ プロ:
通常:
ｗｉ
標準

指定商品・役務
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，身飾品（「カフスボタン」を除く。），
ネックレス，ブレスレット，指輪，足首用ブレスレット，イヤリング，布・合成樹脂・革製の身
飾品（「カフスボタン」を除く。），布・合成樹脂・革製のネックレス，布・合成樹脂・革製のブ
レスレット，布・合成樹脂・革製の指輪，布・合成樹脂・革製の足首用ブレスレット，宝飾
品，計時用具，時計，腕時計，置き時計，ストップウォッチ，時計の部品及び附属品，時計
側，時計鎖，時計バンド
【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，頭髪用化粧品の小売又は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，医療用粘着テープ・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，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，家庭用又は業務用の美容マッサージ器・美顔器・電気式ヘアア
イロンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，医療用機械器具
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，医療用高気圧酸素
供給装置・磁気治療器・医療用サポータ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，身飾品・布製身の回り品・被服用ベ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，愛玩動物用の被服・装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，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，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，運動用サポーター・乗馬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，家具・壁紙・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 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務におい
【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，飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，コーヒー及び紅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，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，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，
調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，穀物及び穀
物加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び
果物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，調理用機械器
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，書籍の小売又は
【32】飲料水・ミネラルウォーター

2012/9/21 2012-080637 株式会社山本幸次郎商店

32

【32】Beer.
【32】ビール

32

【32】Beer; mineral and carbonated waters; carbonated non-alcoholic drinks; fruit
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages;
lemonades; fruit nectars; soda water; non-alcoholic aperitifs.
【32】ビール，ミネラルウォーター及び炭酸水，アルコール分を含まない炭酸入り飲料，果
実飲料，シロップその他の飲料製造用調製品，レモネード，果肉飲料，ソーダ水，ノンアル
コールタイプのアペリティフ

2012/9/17 2012-359388 Ｃａｐｒｉｃｏｒｎ Ｂｒａｎｄｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

2012/9/20 2012-359824 ＦＥＲＮＡＮＤＥＺ Ｒｕｄｏｌｐｈ

※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/

36／36

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.16～2012.09.22.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

128

ＬＡＣＴＡＬｉＳ

マド
プロ:
通常

2012/9/20 2012-360155 ＧＲＯＵＰＥ ＬＡＣＴＡＬＩＳ

35

129

§Ｆａｂ．

マド
プロ:
通常

2012/9/21 2012-360237 Ｆａｂ．ｃｏｍ， Ｉｎｃ．

32
130

ｇｏｔ ｒｅｓｐｅｃｔ？

マド
プロ:
通常

2012/9/22 2012-360336 ／Ｓｔａｒｋ ＤａｎｉｅｌＧ／

03,05,29

131

マド
ＩＭＥＤＥＥＮ ＢＥＡＵＴＹ ＢＥＧＩ プロ:
通常:
ＮＳ ＷＩＴＨＩＮ
標準

2012/9/19 2012-360673 Ｆｅｒｒｏｓａｎ Ａ／Ｓ

01,03,29

132

ＣＡＤＡＭＩＡ

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務
【05】Pharmaceuticals and veterinary preparations; sanitary products for medical
purposes; pharmaceuticals for skin care; dietetic substances, beverages and foodstuffs
for medical use; nutritional supplements for medical use; medical preparations for
slimming purposes; medicinal infusions, medicinal herbs, herb teas for medicinal purposes;
vitamin preparations, preparations of trace elements for human and animal use; mineral
food supplements; food and lacteal flour for babies, milk and milk products for babies;
plasters, materials for dressings, material for dental fillings and dental impressions;
antiseptics; disinfectants for medical use, other than soaps; pesticides; anti-insect
preparations; insecticides; insect repellents; fungicides, herbicides; antiparasitic
preparations, antiparasitic collars for animals; animal washes; sunburn ointments;
antiseptic cotton, absorbent cotton for medical use; sanitary pads, napkins and panties;
【35】Advertising and directory services, namely, promoting the services of others by
providing a web page featuring links to the websites of others; advertising and marketing
services, namely, promoting the goods and services of others; computerized on-line retail
store services in the field of a wide variety of consumer goods of others; on-line retail
store services featuring a wide variety of consumer goods of others.
【35】広告及び電話番号案内、すなわち他人のウェブサイトへのリンクを特徴とするウェブ
ページの提供による他人の役務の促進，広告及びマーケティングに関する役務の提供、
すなわち商品及び役務の販売促進の代行，他人の様々な消費者製品のコンピュータを利
用したオンラインでの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，他人のさ
まざまな種類の消費者向け商品を特徴とするオンラインの小売店による小売の業務にお
【32】Drinking waters.
【32】飲料水

2012/9/20 2013-350548

※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。

Ｍａｃａｄａｍｉａ Ｏｉｌｓ ｏｆ Ａｕｓｔｒａｌｉａ
Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
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【03】Soaps for human skin cleaning; perfumery, essential oils, cosmetics, including
cosmetic preparations for care, cleaning and improvement of skin, hair, nails, eyes, lips
and teeth; cosmetic preparations for cellulite treatment; cosmetic sun care and sun
protection preparations.
【05】Pharmaceutical and sanitary preparations for human use, including naturopathic
preparations based on active ingredients from plants and/or animals, including shell fish,
herbs and seaweed; food supplements for healthcare and medical purposes, also in liquid
form, including food supplements based on active ingredients from plants and/or animals,
including shell fish, herbs and seaweed; vitamin and mineral preparations, dietetic
substances adapted for medical use; food for babies.
【29】Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; food
supplements and health food (not for medical purposes), primarily consisting of extracts
【01】Chemicals used in agriculture; chemicals used in industry; chemical ingredients for
cosmetics, chemical ingredients for use in the manufacture of foods, chemical ingredients
for skincare preparations; unprocessed plastics; unprocessed resins; core oils.
【03】Essential oils; cleaning preparations; polishing preparations; scouring preparations;
abrasive preparations; soap; perfumery; cosmetic oils, moisturizing oils and creams, nonmedicated toiletries; hair care products; skin care products (cosmetic); body scrubs;
toiletries.
【29】Processed macadamia nuts and macadamia nut products; edible oils and fats made
including those made from or including nuts; snack foods in this class made of or
including nuts; edible nuts, fruit and nut snacks, nut oils and nut milk.
【01】農業用化学品，工業用化学品，化粧品用化学的成分，食品製造用化学成分，スキン
ケア用化粧品用化学成分，未加工プラスチック，未加工樹脂，コアオイル
【03】精油，洗浄剤（煙突用化学洗浄剤を除く。），つや出し剤，擦り磨き剤，研磨剤，せっ
けん，香料、薫料及び香水類，化粧用オイル，コアオイル，薬用でない化粧品，せっけん
類，歯磨き，ヘアケア製品，スキンケア用品（化粧品），ボディ用スクラブ，化粧品、せっけ

