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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

1

エコトピア

通常:
標準

2012/9/24 2012-076784 小林 嘉文

2

ＢＩＯＣＵＴＥ

通常:
標準

2012/9/24 2012-076798 有限会社ミールジャパン

32
35

3

カケル

通常:
標準

2012/9/24 2012-076829 生活協同組合コープさっぽろ

35

4

おまかせ便カケル

通常:
標準

2012/9/24 2012-076831 生活協同組合コープさっぽろ

※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】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【32】清涼飲料
【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，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業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，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 トイレ用消臭剤の小売又は卸売の業務において行
【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，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業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，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 トイレ用消臭剤の小売又は卸売の業務において行
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No.

商標（見本）

商標

5

ダイヤモンド富士

6

ケアサポート

種別
通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/9/24 2012-076840 株式会社斎庵
2012/9/24 2012-076856 キッコーマン株式会社

区分

【32】ゆずジュ－ス，ラフランスジュ－ス，すももジュ－ス，りんごジュ－ス，果実飲料及び
果汁（トマトジュ－スを除く），鉱泉水，炭酸水，ラムネ

32

【32】ビール，清涼飲料，豆乳飲料，トマトジュース，豆乳を使用した果実飲料，果実飲料，
豆乳を使用した飲料用野菜ジュース，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
【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

32
7

やさい ウォーター＼８３１ Ｗａ
通常
ｔｅｒ

パルド

通常:
標準

2012/9/24 2012-076886 パルド カンパニー リミテッド
18,25,35,41

9

ＨＩＤＡＲＩ ＺＩＮＧＡＲＯ

通常

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

2012/9/24 2012-076857 キッコーマン株式会社

32
8

指定商品・役務

32

2012/9/24 2012-076899 有限会社 カイカイキキ

※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】ビール製造用ホップエキス，果実飲料，レモネード，レモンスカッシュ，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），アルコール分を
含まない飲料，りんごジュース，サイダー，炭酸水，オレンジジュース，飲料用果実シロッ
プ，シャーベット水，飲料用朝鮮人参エキス，野菜または果実を加工したジュース，清涼飲
料，パインジュース，グレープジュース，飲料用野菜ジュース，トマトジュース，ミネラル
ウォーター，ビール，果汁を加味した清涼飲料
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄
【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】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，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，携帯電話用ストラップ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，手動利器及びキーホルダー
その他の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，食器
類その他の台所用品・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，ポスター・トレーディングカードその他の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，書画（絵画・版画を含む）・額縁の小売
又は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・石製・コンクリート
製・大理石製・石こう製・プラスチック製・木製の彫刻の小売又は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・石製・竹製・土製・木製・プラスチック製・陶磁製・
ゴム製・ガラス製・紙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，花瓶・水盤・風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供 敷物・壁掛け・テーブル掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
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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

ＰＬＡＧＥ ＤＥ ＣＨＡＲＭＥ

通常:
標準

2012/9/24 2012-076982 株式会社ベイクルーズ

35

11

ＫＡＷＡＩＩＭＡＲＣＨＥ＼ＢＹ ＳＡ
通常
ＮＲＩＯ

2012/9/24 2012-077080 株式会社サンリオ

※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】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
【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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.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

01,05,16,29,30,32,3 【01】アルコール類，たんぱく質及び酵素，化学用酵素，化学用乳酸醗酵用酵素，植物性
繊維分解酵素，化学用酵素剤，酵素剤（食品工業用添加物），清酒用ろ過清澄剤，酒質
3,35,39,40,41,43

12

オエノン＼ＯＥｎＯｎ

通常

2012/9/24 2012-077168 オエノンホールディングス株式会社

05,16,30,32,35

13

どりんぴん

通常

2012/9/24 2012-077171 フォーデイズ株式会社

32
14

きよかわのめぐみ＼きよかわの
通常
惠水

保全剤，酒類用清澄剤，ぶどう酒発酵用化学剤，とうもろこしを発酵及び蒸留して生産さ
れるエタノールその他のエタノール，酒石酸，化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭
用のものを除く。），酒かす，肥料，陶磁器用釉薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，試験紙
【05】医薬用酵素，獣医用酵素，医療用酵素剤，酵素製剤，薬用酒，食餌療法用又は医薬
用の穀粉・でん粉，医療用培養基，薬用アルコール，診断用試薬，乳酸発酵用酵素（医薬
用のもの），薬剤，アルコールを含浸した消毒綿，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，清酒酵母を主原料とする液状
の加工食品，酒かすを主原料とする液状の加工食品，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。）
【16】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブル
ナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，アルコールを含浸したウェットティッシュ，ポケット
ウェットティッシュ，化粧落し用紙ナプキン，紙類，ステッカー，文房具類，雑誌，新聞，定
期刊行物，ポスター，地図，時刻表，書籍，絵はがき，カタログ，カレンダー，ニューズレ
ター，パンフレット，テキストブック，トレーディングカード，色見本カード，印刷物，家庭用食
品包装フイルム
【29】酵素を含有する乳製品，乳製品，加工野菜及び加工果実，スープ，カレー・シチュー
又はスープのもと，豆，食用たんぱく，冷凍野菜，冷凍果実
【30】日本酒を加味してなるチョコレート菓子，あま酒，菓子，パン，サンドイッチ，中華まん
じゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，食品香料（精油のものを除く。），茶，
コーヒー，ココア，ワインビネガー，みりん風調味料，調味料，みりんかす，酒かす，コーン
スターチ，タピオカ，食用粉類
【32】ピルスナービール チルドビール ビール 清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジュー
【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，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
【16】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，家庭用食品包装フィルム，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
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，イース
トパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと
【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】広告業，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
【32】ビール，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，ビール製造
用ホップエキス，乳清飲料

2012/9/24 2012-077185 清川村

05,09,10,30,32,37,4 【05】薬剤，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，サプリメント
【09】理化学機械器具，測定機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその
1,42,44
15

人にやさしい医療

通常:
標準

2012/9/25 2012-077189 テルモ株式会社

※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/

部品
【10】医療用機械器具
【30】穀物の加工品，米
【32】清涼飲料，乳清飲料
【37】医療用機械器具の修理または保守
【41】セミナーの企画・運営又は開催
【42】気象情報の提供，医学用科学的研究
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05,09,10,30,32,37,4 【05】薬剤，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，サプリメント
【09】理化学機械器具，測定機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその
1,42,44
16

医療を通じて社会に貢献する

17

光合水

18

永利電子水

19

▲き▼壺＼ＣＦＴＥＡ

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準

通常

32

部品
【10】医療用機械器具
【30】穀物の加工品，米
【32】清涼飲料，乳清飲料
【37】医療用機械器具の修理または保守
【41】セミナーの企画・運営又は開催
【42】気象情報の提供，医学用科学的研究
【32】清涼飲料

32

【32】鉱泉水

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

2012/9/25 2012-077190 テルモ株式会社

2012/9/25 2012-077201 一般社団法人アジア経済振興協会
2012/9/25 2012-077207 有限会社世界一温泉

2012/9/25 2012-077223 シンーミン チェン

04,06,14,27,28,29,3 【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，携帯用ガスコンロ用の小型容器入り液化ガス・その他の
燃料，工業用油，工業用油脂，ランプ用灯しん，ろうそく
0,31,32,33

20

ｓｎｏｗ ｐｅａｋ

通常

2012/9/25 2012-077229 株式会社スノーピーク

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

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

【06】テント用金属製ポール・その他の建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製の
滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製輸送用コンテナ，テント張
設用金属製地中打ち込み金具・その他の金属製金具，金属製のネームプレート及び標
札，金属製のきゃたつ及びはしご，アイゼン，カラビナ，ハーケン
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，記念カップ，記念
たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【27】洗い場用マット，畳類，キャンプ用敷物・その他の敷物，壁掛け（織物製のものを除
く。），人工芝，体操用マット，壁紙
【28】遊園地用機械器具，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌
がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用
具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，運動用具，釣り竿受け具・そ
の他の釣り具，昆虫採集用具
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カ
レー・シチュー又はスープのもと
【30】茶，コーヒー，ココア，氷，バーベキューソース・その他の調味料，コーヒー豆，穀物の
加工品，パスタソース
【31】生花の花輪，釣り用餌，野菜，果実，飼料，種子類，観葉植物，木，草，芝，ドライフラ
ワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.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

04,06,14,16,24,27,2 【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，携帯用ガスコンロ用の小型容器入り液化ガス・その他の
燃料，工業用油，工業用油脂，ランプ用灯しん，ろうそく
9,30,31,32,33,43

21

図形商標

通常

2012/9/25 2012-077230 株式会社スノーピーク

35,36,37,38,39,40,4
1,42,43,44,45

22

図形商標

通常

2012/9/25 2012-077279 大和ハウス工業株式会社

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

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

【06】テント用金属製ポール・その他の建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製の
滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製輸送用コンテナ，テント張
設用金属製地中打ち込み金具・その他の金属製金具，金属製のネームプレート及び標
札，金属製のきゃたつ及びはしご，アイゼン，カラビナ，ハーケン
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，記念カップ，記念
たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【16】紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，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，書画，写真，写真立て
【24】織物，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロス，ラバークロス，レザークロス，ろ過
布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物
製テーブルナプキン，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），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
【27】洗い場用マット，畳類，キャンプ用敷物・その他の敷物，壁掛け（織物製のものを除
く。），人工芝，体操用マット，壁紙
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カ
レー・シチュー又はスープのもと
【30】茶，コーヒー，ココア，氷，バーベキューソース・その他の調味料，コーヒー豆，穀物の
加工品，パスタソース
【31】生花の花輪，釣り用餌，野菜，果実，飼料，種子類，観葉植物，木，草，芝，ドライフラ
ワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽
【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
【43】キャンプ場施設の提供・その他の宿泊施設の提供，キャンプ場施設の提供に関する
情報の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物の宿泊施
設の提供 布団の貸与 まくらの貸与 毛布の貸与 加熱器の貸与 食器の貸与 調理台
【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，財務書類の作成，文書又は磁気テープのファイ
リング，コンピュータデータベースへの情報編集，建築物における来訪者の受付及び案
内，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.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

23

ウォーカーズ

通常:
標準

2012/9/25 2012-077300 リブ・ラボラトリーズ株式会社

05,29,30,32,35

24

大学サプリ

通常:
標準

2012/9/25 2012-077301 リブ・ラボラトリーズ株式会社

05,29,30,32,35

25

ダイガクサプリ

通常:
標準

2012/9/25 2012-077303 リブ・ラボラトリーズ株式会社

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

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

指定商品・役務
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，乳幼児用粉乳，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，
【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
【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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

26

§届けたい＼笑みがこぼれる
＼佐賀の味∞ＳＡＧＡ

通常

2012/9/25 2012-077345 佐賀県農業協同組合

27

名水市場

通常:
標準

2012/9/25 2012-077346 株式会社 森田あられ

28

佐賀 野の花農園

29

ＰＡＣＩＦＩＣ ＢＬＵＥ

30

アップリーナ

31

プレミアムフーズ・ダイレクト

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

32

キャラフルライフスタイル＼Ｃｈａ
通常
ｒａｆｕｌｌ Ｌｉｆｅ Ｓｔｙｌｅ

33

毎日の健康習慣

通常:
標準

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

35

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

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，商品
の売買契約の代理・取次ぎ・媒介及びこれらに関する情報の提供，商品の販売に関する
情報の提供
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供，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，おしぼりの貸与，タオルの貸与

32,33
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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

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

35,41

【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，携帯電話用ストラッ
プの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，キーホルダーの小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及
び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・
清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おも
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，飲料用青汁，豆乳飲料，ビール
製造用ホップエキス，乳清飲料

2012/9/25 2012-077347 株式会社 野の花農園

2012/9/25 2012-077387

アサヒグループホールディングス株
式会社

2012/9/25 2012-077394 株式会社 伊藤園
2012/9/25 2012-077422 興和株式会社

2012/9/25 2012-077424 株式会社バンダイ

2012/9/25 2012-077441 カゴメ株式会社

※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

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）2012.09.23～2012.09.29.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

34

ＷＡＴＡＮＡＢＥ＼＆ＣＯ．，ＬＴ
Ｄ．ＳＩＮＣＥ１９６２

通常

2012/9/25 2012-077442 渡辺産業株式会社

35

35

ＷＡＴＡＮＡＢＥ＼＆ＣＯ．，ＬＴ
Ｄ．ＳＩＮＣＥ１９６２

通常

2012/9/25 2012-077443 渡辺産業株式会社

35

36

ＢＲＩＴＩＳＨ ＭＡＤＥ＼ＷＡＴＡＮ
ＡＢＥ＆ＣＯ．，ＬＴＤ．ＳＩＮＣＥ１９ 通常
６２

2012/9/25 2012-077444 渡辺産業株式会社

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

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

指定商品・役務
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，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，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
【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，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，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
【35】英国製又は英国でデザインされた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，英国製又は英国でデザインされた被服の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，英国製又は英国でデザインされ
た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，英国製又は
英国でデザインされた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，英国製又は英国でデザインされた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，英国製の飲食料品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，英国製又は英国でデザインされた自転
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，英国製又は英国
でデザインされた台所用品・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，英国製の化粧品・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，英国で発行された印刷物の小売
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，英国製又は英国でデザイ
ンされた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，英国製又は英国でデザインされた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，英国製又は英国でデザインされたおもちゃ・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，英国製又は
英国でデザインされた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，英国製又は英国でデザインされた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 英国製又は英国でデザインされたたば
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

37

ＢＲＩＴＩＳＨ ＭＡＤＥ＼ＷＡＴＡＮ
ＡＢＥ＆ＣＯ．，ＬＴＤ．ＳＩＮＣＥ１９ 通常
６２

2012/9/25 2012-077445 渡辺産業株式会社

38

プラセンリッチ

通常:
標準

2012/9/25 2012-077457 株式会社コスメビズ

32
29,30,31,32

39

ＪＡほこた

通常:
標準

2012/9/25 2012-077477 かしまなだ農業協同組合

30,35,43

40

§Ｔｈｅ Ｃｏｆｆｅｅ Ｂｅａｎ

通常

2012/9/25 2012-077568

インターナショナル コーヒー アンド
ティー エル エル シー

30,35,43

41

§Ｔｈｅ Ｃｏｆｆｅｅ Ｂｅａｎ ＆ Ｔｅ
通常
ａ Ｌｅａｆ

2012/9/25 2012-077569

※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。

インターナショナル コーヒー アンド
ティー エル エル シー

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

指定商品・役務
【35】英国製又は英国でデザインされた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，英国製又は英国でデザインされた被服の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，英国製又は英国でデザインされ
た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，英国製又は
英国でデザインされた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，英国製又は英国でデザインされた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，英国製の飲食料品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，英国製又は英国でデザインされた自転
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，英国製又は英国
でデザインされた台所用品・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，英国製の化粧品・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，英国で発行された印刷物の小売
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，英国製又は英国でデザイ
ンされた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，英国製又は英国でデザインされた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，英国製又は英国でデザインされたおもちゃ・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，英国製又は
英国でデザインされた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，英国製又は英国でデザインされた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 英国製又は英国でデザインされたたば
【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】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷
凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅ
う，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，パ
スタソース，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン，食用粉類
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこ
し，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆
栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
種繭，種卵，漆の実，未加工のコルク，やしの葉
【30】コーヒー，コーヒー豆，挽いたコーヒー豆，コーヒー飲料，エスプレッソ，エスプレッソ飲
料，紅茶，ルースティー，ティーバッグ，紅茶飲料，フルーツ風味の紅茶飲料，エスプレッソ
及びエスプレッソ飲料，ホットチョコレート，チョコレート飲料，飲料のもと，チョコレート製
品，ペストリーを含む生・調理済み・パッケージ入りのフードアイテム，コーヒー・チョコレー
ト・バニラ・キャラメルを含むフレーバーが添加されたシェイク，フルーツをベースにしたシェ
イク，飲料及びフローズンドリンク，コーヒー，ココア，茶，コーヒー豆，菓子，パン，サンド
イッチ，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ
【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】コーヒー・エスプレッソ及び紅茶・コーヒー飲料・エスプレッソ飲料・紅茶飲料・フルーツ
風味の紅茶飲料・チョコレート飲料及び飲料のもと・コーヒー豆・挽いたコーヒー豆・ルース
ティー・ティーバッグ・チョコレート製品・ペストリーを含む生・調理済み・パッケージ入りの
フードアイテム・コーヒー・チョコレート・バニラ・キャラメル及び紅茶を含むフレーバーが添
加されたシェイク・フルーツをベースにしたシェイク・飲料及びフローズンドリンクを提供す
【30】コーヒー，コーヒー豆，挽いたコーヒー豆，コーヒー飲料，エスプレッソ，エスプレッソ飲
料，紅茶，ルースティー，ティーバッグ，紅茶飲料，フルーツ風味の紅茶飲料，エスプレッソ
及びエスプレッソ飲料，ホットチョコレート，チョコレート飲料，飲料のもと，チョコレート製
品，ペストリーを含む生・調理済み・パッケージ入りのフードアイテム，コーヒー・チョコレー
ト・バニラ・キャラメルを含むフレーバーが添加されたシェイク，フルーツをベースにしたシェ
イク，飲料及びフローズンドリンク，コーヒー，ココア，茶，コーヒー豆，菓子，パン，サンド
イッチ，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ
【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】コーヒー・エスプレッソ及び紅茶・コーヒー飲料・エスプレッソ飲料・紅茶飲料・フルーツ
風味の紅茶飲料・チョコレート飲料及び飲料のもと・コーヒー豆・挽いたコーヒー豆・ルース
ティー・ティーバッグ・チョコレート製品・ペストリーを含む生・調理済み・パッケージ入りの
フードアイテム・コーヒー・チョコレート・バニラ・キャラメル及び紅茶を含むフレーバーが添
加されたシェイク・フルーツをベースにしたシェイク・飲料及びフローズンドリンクを提供す
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

42

§ＫＡＧＯＭＥ＼ナイアガラミック
通常
ス

43

真んなか搾り

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【32】ナイアガラ種のぶどうを加えた清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース・乳清飲料

32,33

【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，日本酒に果汁を加え炭酸水で割ったアルコール飲料，日本酒を炭酸水で
割ったアルコール飲料，洋酒，洋酒に果汁を加え炭酸水で割ったアルコール飲料，洋酒を
【29】ミルクセーキ，牛乳ベースの乳飲料，豆飲料，大豆飲料，豆乳，豆をベースとする
フードバー，大豆をベースとするフードバー，ヨーグルト，ヨーグルトをベースとする飲料，
調理されたナッツ，シーズンドナッツ，ローストナッツ，果実ジャム，果実ソース，ゼリー状
のジャム，スプレッド，凝乳，保存加工をした食品，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
【29】牛乳，風味付きの牛乳，ミルクセーキ，牛乳ベースの乳飲料，果実ジャム，果実ソー
ス，ゼリー状のジャム，スプレッド，凝乳，保存加工をした食品，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】コーヒー飲料，茶飲料，ココア飲料，エスプレッソコーヒー飲料，コーヒーをベースとす
るコーヒー飲料，エスプレッソコーヒーをベースとするコーヒー飲料，茶をベースとする茶飲
料，飲料に加える風味シロップ，コーヒー豆，茶，コーヒー，ココア
【32】飲料水，ミネラルウォーター，スパークリングウォーター，その他のアルコール分を含
まない飲料，フルーツドリンク，フルーツジュース，フルーツジュースを含むフルーツドリン
ク，フルーツジュースを含む清涼飲料，液状及び粉状の飲料のもと，飲料を作るための
ソース，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・スパークリングウォーター・ミネラルウォーター・フルーツジュース・スパークリングフ
ルーツジュースベースの飲料及びソーダ飲料，フローズン果実飲料，フローズン果実ベー
【29】牛乳，風味付きの牛乳，ミルクセーキ，牛乳ベースの乳飲料，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】コーヒー飲料，茶飲料，ココア飲料，エスプレッソコーヒー飲料，コーヒーをベースとす
るコーヒー飲料，エスプレッソコーヒーをベースとするコーヒー飲料，茶をベースとする茶飲
料，飲料に加える風味シロップ，コーヒー豆，茶，コーヒー，ココア
【32】アルコール分を含まない飲料，液状の飲料のもと，飲料を作るためのソース，飲料を
作るための風味シロップ，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製
【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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供

2012/9/25 2012-077576 カゴメ株式会社

2012/9/25 2012-077579 田中 聡記
29

44

ＴＡＺＯ

通常:
標準

2012/9/25 2012-077583 スターバックス・コーポレイション

29,30,32

45

図形商標

通常

2012/9/25 2012-077585 スターバックス・コーポレイション

29,30,32

46

ＤＯＵＢＬＥＳＨＯＴ

通常:
標準

2012/9/25 2012-077586 スターバックス・コーポレイション

30,32,35,43

47

赤城フォレスト ＡＫＡＧＩＦＯＲＥ 通常:
ＳＴ
標準

指定商品・役務

32

2012/9/25 2012-077593 サンデン株式会社

※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）2012.09.23～2012.09.29.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

48

Ｙｕｍｅ Ｇｉｒｌ＼夢 ガール

通常

49

猿飛佐助∞穴山小助∞筧十蔵
∞霧隠才蔵∞三好清海入道∞
三好伊三入道∞望月六郎∞根 通常
津甚八∞海野六郎∞由利鎌之
介∞真

2012/9/25 2012-077598 伊藤 哲英

35
2012/9/26 2012-077660 森田 小百合

01,05,30,32
50

マグリッシュ

通常:
標準

マグネリッシュ

通常:
標準

2012/9/26 2012-077669 株式会社 キスマ・ソルブズ
01,05,30,32

51

2012/9/26 2012-077670 株式会社 キスマ・ソルブズ
03,05,32

52

Ｐｌａ：＼Ｌａｂｏ

通常

2012/9/26 2012-077846 株式会社ナチュラルガーデン

05,32
53

ＥＧ Ｐｌａｃｅｎｔａ

通常

指定商品・役務
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成
又は監査若しくは証明に関する情報の提供，職業のあっせん，輸出入に関する事務の代
理又は代行，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，求人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及
び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパ
ンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸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
【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，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，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，宝玉及
び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
【01】化学品
【05】サプリメント
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，うどんの麺，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，弁当，ラビオリ，調理済みのうどん，即席菓子のもと
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
【01】化学品
【05】サプリメント
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，うどんの麺，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，弁当，ラビオリ，調理済みのうどん，即席菓子のもと
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【05】サプリメント
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

2012/9/26 2012-077847 株式会社ナチュラルガーデン

※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/

【05】サプリメント
【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）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

54

図形商標

通常

2012/9/26 2012-077880 株式会社ピーコックストア

35,41

55

ＮＩＦＳ・ＫＡＮＯＹＡ

通常

2012/9/26 2012-077900 国立大学法人鹿屋体育大学

35,41

56

バララン

通常

2012/9/26 2012-077901 国立大学法人鹿屋体育大学

※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】化学品の小売又は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
帯電防止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，家庭用
脱脂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，さび除去剤
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，染み抜きベンジン
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，洗濯用柔軟剤の小
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，洗濯用漂白剤の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かつら装着用接着剤の小売
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，つけまつ毛用接着剤の小
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，洗濯用でん粉のりの小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，洗濯用ふのりの小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，事務用又は家庭用ののり及
び接着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，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，靴ク
リー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，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，薫料の小売又
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，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，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，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，測定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，糸（脱脂屑糸を除く。）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 織物及び寝具類の小売又は卸売の業
【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，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，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，広告業
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ
【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，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，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，広告業
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.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

57

ＲＥＣＲＵＩＴ

通常

2012/9/26 2012-077903 株式会社リクルートホールディングス

35

58

Ｒｅｃｒｕｉｔ Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 通常

2012/9/26 2012-077905 株式会社リクルートホールディングス

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

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

指定商品・役務
【35】広告業，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発
行及び管理，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算，
商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理，トレーディングスタンプ
の発行，経営の診断又は経営に関する助言，事業の管理，企業の人事・労務管理及び求
人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査又は分
析，商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代
行，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供，ホテルの事
業の管理，企業に関する情報の提供，財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情
報の提供，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営，輸出入
に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，あて名書き及び
書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，書類の複製，文書又は磁気
テープのファイリング，一般事務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信の事務
処理代行，経理事務の代行，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，インターネットのホームページにおける広告用スペース
の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，職業の適
性に関する助言，職業（職種・職務）適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言，
新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び
情報編集，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
【35】広告業，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発
行及び管理，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算，
商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理，トレーディングスタンプ
の発行，経営の診断又は経営に関する助言，事業の管理，企業の人事・労務管理及び求
人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査又は分
析，商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代
行，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供，ホテルの事
業の管理，企業に関する情報の提供，財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情
報の提供，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営，輸出入
に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，あて名書き及び
書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，書類の複製，文書又は磁気
テープのファイリング，一般事務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信の事務
処理代行，経理事務の代行，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，インターネットのホームページにおける広告用スペース
の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，職業の適
性に関する助言，職業（職種・職務）適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言，
新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び
情報編集，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.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
21,33,35,41,43

59

ろくかくていわいんくらぶ＼六覺
通常
燈ワイン倶楽部

2012/9/26 2012-077911 株式会社六覺燈

05,32
60

トマ酵素

通常

2012/9/26 2012-077916 株式会社ウエルネスジャパン

61

やさすい！

通常:
標準

2012/9/26 2012-077927

62

デリデリカ＼Ｄｅｌｉ Ｄｅｌｉｃａ

通常

2012/9/26 2012-077961 デリバリーサービス株式会社

63

朝一番

通常:
標準

2012/9/26 2012-077974 カゴメ株式会社

※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。

サントリー食品インターナショナル株 30,32
式会社
35,39

32

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

指定商品・役務
【21】ワイングラス，デキャンタ－，シャンパングラス，ワインクーラー，ワインスタンド，ワイ
ンバケット，ワインホルダー，ワインオープナー，シャンパンオープナー，コルク栓抜，シャ
ンパンマドラー，ワイングラスホルダー，ワイングラスラック，ワイングラスハンガー，調理
用串，その他の台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。），清掃用品
及び洗濯用具，ガラス製又は陶器製の包装用容器，携帯可能なワインボトル用保冷カ
バー，調理用手袋，ろうそく立て，ろうそく消し，花瓶，水盤
【33】ワイン，その他の果実酒
【35】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，乳製品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，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，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，クッション・その他の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，ソムリエエプロン・その他の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，飲食店向けシューズ・接客用黒靴・そ
の他の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，ワイン
ボトル用手提げかばん・その他の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，ワイン用ラック・ワイングラス収納用戸棚・その他の家具の小
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 ワイングラス・デキャンタ
【05】酵素を含んでなる栄養補助食品
【32】酵素を含んでなる清涼飲料

【30】茶，コーヒー及びココア，コーヒー豆
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，アルコールを含有しないビール風味の
清涼飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料
【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
【39】車両による輸送

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，豆乳飲料，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）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
7,08,09,10,11,12,13, 肥料，陶磁器用釉薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試
14,15,16,17,18,19,2 験紙，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
0,21,22,23,24,25,26, 蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
27,28,29,30,31,32,3 具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・
3,34,35,36,37,38,39, 装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
40,41,42,43,44,45 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟

64

§ＫＥＮＷＯＯＤ

通常

2012/9/26 2012-077975 株式会社ＪＶＣケンウッド

03,18,25,35,36,39

Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｓｔｙｌｅ

通常:
標準

2012/9/26 2012-077979 吉田 道生

66

あるある市場

通常:
標準

株式会社アパマンショップホールディ
2012/9/26 2012-078090
ングス

67

あるある市場

通常:
標準

2012/9/26 2012-078091

株式会社アパマンショップホールディ
ングス

68

グレフル新発見

通常:
標準

2012/9/27 2012-078129

サントリー食品インターナショナル株 32
式会社

65

35

35

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろ
うそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵
槽類 いかり 金属製輸送用コンテナ かな床 はちの巣 金属製金具 ワイヤロープ 金
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，皮革
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物
【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，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，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，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
【36】生命保険契約の締結の媒介 生命保険の引受け 損害保険契約の締結の代理 損
【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
【35】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
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ア
ルコールを含有しないビール風味の清涼飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.
69

70

商標（見本）

商標
新発見

素敵屋 Ａｌｏｏｋ

種別
通常:
標準

通常

出願日

出願番号

2012/9/27 2012-078130

出願人／権利者

区分

サントリー食品インターナショナル株 32
式会社
35

2012/9/27 2012-078147 小倉 惠美子

指定商品・役務
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ア
ルコールを含有しないビール風味の清涼飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料
【35】ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，つえ用石突き（金属製のものを除く），つえ用ア
クセサリー，つえ用ストラップ，つえ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，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

01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，原料プラ
7,09,10,11,16,17,19, スチック
20,21,25,28,29,30,3 【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
1,32,33,35,37,39,40, 具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・
43,44,45
装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉

71

ねずみの集団経営

通常:
標準

2012/9/27 2012-078162 エア・ウォーター株式会社

03,05,09,11,16,18,2
0,21,24,25,26,29,30,
31,32,33

72

きほんの∞き

通常

2012/9/27 2012-078191 合同会社西友

※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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【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，塗料用剥離剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【04】固形潤滑剤，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ろうそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，防虫紙，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌
療法用食品
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製
建造物組立てセット，金属製貯蔵槽類，金属製金具，金属製包装用容器
【07】金属加工機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，繊維機械器具，
食料加工用又は飲料加工用の機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）
及び動力機械器具の部品，風水力機械器具
【09】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，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，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
【10】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，人工鼓膜用材料，
補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），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 医療用手袋 しびん 病人用差込み便器
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【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，綿棒，ばんそうこう，包帯，包
帯液，シート状患部冷却剤，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り
紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用
飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解
槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック装置，駐車場用硬貨作
動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，スプリンク
ラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信
号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器
具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，太陽電池，電池，
電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその
部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科学用人工衛星，消防車，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事故防護用手袋，眼鏡，家庭用テレビゲーム機用
プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ 運動用保護ヘルメット ウエイトベルト エアタンク レギュレーター メトロノーム 電
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

73

74

75

76

商標（見本）

商標

種別

§水曜日＼ＳＵＩＹＯＵＢＩ＼のネ
通常
コ＼ＮＯ ＮＥＫＯ

§前略＼好みなんて＼▲聞▼
通常
いてないぜ＼ＳＯＲＲＹ

図形商標

ＭＦ Ｍｕｓｉｃ Ｄｉｒｅｃｔ

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

32

【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビー
ル用製造用ホップエキス，乳清飲料

32

【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビー
ル用製造用ホップエキス，乳清飲料

32

【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビー
ル用製造用ホップエキス，乳清飲料

35

【35】広告業，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，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，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
【30】調製済みの茶・アイスティー・茶飲料，調製済みの香りづけした茶・アイスティー・茶飲
料，缶・びん・ペットボトル・紙容器入りの茶・アイスティー・茶飲料，缶・びん・ペットボトル・
紙容器入りの香りづけした茶・アイスティー・茶飲料，香りづけした茶・アイスティー・茶飲
料，茶，アイスティー，茶飲料
【32】炭酸を含まない果実飲料，アルコール分を含まない果実飲料，レモネード，果実風味
のレモネード，果実飲料，清涼飲料，その他のアルコール分を含まない飲料

2012/9/27 2012-078233 株式会社ヤッホーブルーイング

2012/9/27 2012-078234 株式会社ヤッホーブルーイング

2012/9/27 2012-078235 株式会社ヤッホーブルーイング

2012/9/27 2012-078239 株式会社メディアファクトリー

30,32
77

図形商標

優先

2012/9/27 2012-078244 モンスター エナジー カンパニー

78

エナジーバナナ

通常:
標準

2012/9/27 2012-078306 カゴメ株式会社

32

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

05,09,10,30,32,37,4 【05】薬剤，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，サプリメント
【09】理化学機械器具，測定機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその
1,42,44
79

§Ｔ∞ＴＥＲＵＭＯ＼人にやさし
通常
い医療へ

2012/9/27 2012-078309 テルモ株式会社

※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/

部品
【10】医療用機械器具
【30】穀物の加工品，米
【32】清涼飲料，乳清飲料
【37】医療用機械器具の修理または保守
【41】セミナーの企画・運営又は開催
【42】気象情報の提供，医学用科学的研究
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05,09,10,30,32,37,4 【05】薬剤，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，サプリメント
【09】理化学機械器具，測定機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその
1,42,44
80

§Ｔ∞ＴＥＲＵＭＯ＼医療を通じ
通常
て社会に貢献する

81

大豆のしずく

通常:
標準

2012/9/27 2012-078310 テルモ株式会社

2012/9/27 2012-078327 正田醤油株式会社

32
09,35

アマゾン テクノロジーズ インコーポ
レイテッド

82

§ａ｜∞ｍａｄｅ ｆｏｒ＼ｋｉｎｄｌｅ

優先

2012/9/27 2012-078337

83

カバクナ

通常:
標準

2012/9/27 2012-078357 株式会社ベガ

84

ニッスイ∞海の恵みをはずむチ
通常
カラに

2012/9/27 2012-078366 日本水産株式会社

85

スッキリキレイ！

通常:
標準

2012/9/27 2012-078372 森永乳業株式会社

86

87

図形商標

ＬａＴａ

通常

通常

03,32

部品
【10】医療用機械器具
【30】穀物の加工品，米
【32】清涼飲料，乳清飲料
【37】医療用機械器具の修理または保守
【41】セミナーの企画・運営又は開催
【42】気象情報の提供，医学用科学的研究
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

【09】携帯用電子応用機械器具用ケース・カバー・スタンド・スキン・スピーカー・付属品・モ
ニター・ディスプレイ・キーボード，電源アダプタ，ＵＳＢケーブル，コンピュータハードウェ
ア，持ち運び可能な電子応用機械器具の部品及び付属品，電子応用機械器具用ドッキン
グステーション，バッテリー充電器，電気用コネクタ，電線及びケーブル，電気アダプター，
持ち運び可能な電子応用機械器具用無線リモートコントローラー，ヘッドホン，イヤホン，
持ち運び可能な電子応用機械器具用及び印刷物用ライト，配電用又は制御用の機械器
具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【35】他人の商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理，小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供（オンラインによるものを含
む。），種々の商品及び役務に関するコンピュータデータベースの提供
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
【32】清涼飲料

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

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

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，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

2012/9/27 2012-078373 森永乳業株式会社

2012/9/27 2012-078382 有限会社みなつき

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,41,43

88

エイマーケット＼Ａ－ＭＡＲＫｅＴ 通常

2012/9/27 2012-078505 株式会社エイマーケット

03,05,10,14,16,18,2
1,25,32,33,35,38,40,
41,44

89

アラウンドビューティークラブ＼
通常
ａｒｏｕｎｄ ｂｅａｕｔｙ ｃｌｕｂ

2012/9/27 2012-078511 株式会社アバンテーベ

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

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

指定商品・役務
【35】インターネットのウェブサイトにおける広告，インターネットのウェブサイトにおける広
告スペースの提供，広告物・案内書・試供品又は商品見本の配布による広告（派遣による
ものを含む。），広告物・案内書・試供品又は商品見本の配布による広告に関する代行・
指導・助言又は情報の提供，商品又はサービスの実演による広告（派遣によるものを含
む。），商品又はサービスの実演による広告に関する代行・指導・助言又は情報の提供，
広告のための商品展示会・商品見本市・商品体験会・サービス体験会・サービス説明会の
企画・運営又は開催（派遣によるものを含む。），広告のための商品展示会・商品見本市・
商品体験会・サービス体験会・サービス説明会の企画・運営又は開催に関する代行・指
導・助言又は情報の提供，広告の企画，広告宣伝物の企画及び制作，広告文の作成，そ
の他の広告業，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，商品の販売促進又はサービスの提供促進のための企画又はその運
営（派遣によるものを含む。），商品の販売促進又はサービスの提供促進に関する指導・
助言又は情報の提供，販売促進のための商品に関する説明の代行（派遣によるものを含
む。），提供促進のためのサービスに関する説明の代行（派遣によるものを含む。），商品
売買契約の代理・媒介又は取次ぎ（派遣によるものを含む。），電気通信サービスの加入
契約の代理・媒介又は取次ぎ（派遣によるものを含む。），外注業務に関する契約の代理・
媒介又は取次ぎ（派遣によるものを含む。），医療施設・宿泊施設・入浴施設・リゾート施
設・スポーツ施設・娯楽施設・飲食施設・文化施設・教育施設・商業施設・コールセンター・
その他の事業の管理又は運営（派遣によるものを含む。），医療施設・宿泊施設・入浴施
設・リゾート施設・スポーツ施設・娯楽施設・飲食施設・文化施設・教育施設・商業施設・
コールセンター・その他の事業の管理又は運営に関する代行・指導・助言又は情報の提
供，接客サービス・ビジネスマナー・その他の教育訓練のための講師の紹介および斡旋，
医療施設・宿泊施設・入浴施設・リゾート施設・スポーツ施設・娯楽施設・飲食施設・文化
施設・教育施設・商業施設・その他の施設における来訪者の受付又は案内に従事する人
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，つや出し剤，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，生理用ナプキン，生理用パンティ，包帯，胸当てパッド，
おむつ，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】氷のう，哺乳用具，綿棒，避妊用具，睡眠用耳栓，防音用耳栓，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
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾
品，時計
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，紙類，文房具類，ファッショ
ン雑誌，料理本，情報誌，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，皮革
【21】デンタルフロス，化粧用具，台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を
除く。），清掃用具及び洗濯用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，花瓶，水盤，香炉
【25】被服，ガーター，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【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
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，求人情報の提供，新聞記事情報の提
供，家庭用美容機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，化粧品・美容の分野における経営の診断又は経営に関する助言，情報誌による広
告の取次ぎ
【38】電気通信（「放送」を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・
ファクシミリその他の通信機器の貸与
【40】裁縫，ししゅう，食料品の加工，映画用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真のプ
リント，写真用フィルムの現像，製本，グラビア製版
【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 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
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指定商品・役務

03,05,10,14,16,18,2 【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，靴クリーム
1,25,32,33,35,38,40, 【05】薬剤，衛生マスク，ガーゼ，生理用ナプキン，生理用パンティ，包帯，胸当てパッド，
おむつ，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
41,44
料，乳幼児用食品

90

アラビュー＼ａｒｏｕｂｅａｕ

通常

2012/9/27 2012-078512 株式会社アバンテーベ

91

札幌市場

通常:
標準

2012/9/28 2012-078590 株式会社ハーバー研究所

92

北海道市場

通常:
標準

2012/9/28 2012-078591 株式会社ハーバー研究所

93

さっぽろプラザ

通常:
標準

2012/9/28 2012-078592 株式会社ハーバー研究所

94

プラザ北海道

通常:
標準

2012/9/28 2012-078593 株式会社ハーバー研究所

35

35

35

35

※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/

【10】氷のう，哺乳用具，綿棒，避妊用具，睡眠用耳栓，防音用耳栓，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
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾
品，時計
【16】紙製包装用容器，紙類，文房具類，ファッション雑誌，料理本，情報誌，印刷物，書
画，写真，写真立て
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，傘，ステッキ，つえ，乗馬
用具，皮革
【21】デンタルフロス，台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。），清
掃用具及び洗濯用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，花瓶，水盤，香炉，コッフェ
ル
【25】被服，ガーター，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【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
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，求人情報の提供，新聞記事情報の提
供，家庭用美容機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，化粧品・美容の分野における経営の診断又は経営に関する助言，情報誌による広
告の取次ぎ
【38】電気通信（「放送」を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・
ファクシミリその他の通信機器の貸与
【40】裁縫，ししゅう，食料品の加工，映画用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真のプ
リント，写真用フィルムの現像，製本，グラビア製版
【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
【35】菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，サ
プリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯
磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【35】菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，サ
プリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯
磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【35】菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，サ
プリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯
磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【35】菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，サ
プリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯
磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
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商標

種別

出願日
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出願人／権利者

区分
35

95

愛情百貨店

通常:
標準

2012/9/28 2012-078636 株式会社花咲

32
96

97

98

ローマへの道

通常

Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ＼Ｗｉｎｅ Ｓｈｏｐ∞壱 通常

ＦＲＥＡＫ’Ｓ ＳＴＯＲＥ

通常

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，動物用飼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，タオル及びハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，化粧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，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，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，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，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，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，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，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，犬小屋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，愛玩動物用トイレ砂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，数珠の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かつらの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用粉類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工水産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 加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務
【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

2012/9/28 2012-078644 燈台の聖母トラピスト修道院

35

【35】ポイントカードの発行・清算の代行，ポイントカード会員の募集及び会員の管理，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・ポイントカードの発行又は清算，
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，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，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

14,18,35

【14】貴金属，キーホルダー，宝石箱，身飾品，宝玉及びその模造品，貴金属製靴飾り，時
計
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，革ひも，原革，原皮，なめし皮
【35】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，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，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，携帯電話機用ケ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，台所用品及び清掃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，キャンドル式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，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，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

2012/9/28 2012-078651 ダイキ株式会社

2012/9/28 2012-078664

※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。

株式会社デイトナ・インターナショナ
ル

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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99

100

商標（見本）

商標

梅山園＼うめやまえん

図形商標

種別

通常

通常

出願日

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

30,35

【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，茶，コーヒー，ココア，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，即席菓子のもと
【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，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，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，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，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，キーホルダー
【09】携帯電話機用電池，携帯用通信機械器具，カーナビゲーション装置及びその部品，
携帯電話機用マイクロホン，携帯電話機用イヤホン，携帯電話機用充電器，電話機の専
用ケース，アンテナ，携帯電話機用液晶保護シート，その他の電気通信機械器具，電子
計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプロ
グラム，移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータ
プログラム，携帯情報端末，電子計算機用プログラム，電子計算機及びその周辺機器，
電子辞書，ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用プログラム，家庭用テレビゲーム
機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－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，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他
の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を
記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，携帯用通信機械器具・電話機・
携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラ
ム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ等の記録媒体，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画
像ファイル，録画済みＤＶＤ・ビデオテープ・ビデオディスク及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード
可能な画像（動画・静止画を含む）・音楽・音声，ダウンロード可能な文字データ，ダウン
ロード可能な電子出版物，その他の電子出版物
【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
【35】広告業，輸出入に関する事務の代理又は代行，広告用具の貸与，飲食料品の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の
貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又
は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売
買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，中古自動車の評価
【39】車両による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，寄託を受けた
物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，配達物の一時預かり，倉庫の提
供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器具の貸与

2012/9/28 2012-078687 株式会社おうすの里

2012/9/28 2012-078699 株式会社セルビスサービス

09,35,36,39,42

101

ｄショッピング

通常:
標準

2012/9/28 2012-078802 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

35,36,39

102

Ｈｏｕｓｅ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｓｅｒｖｉｃｅ

通常:
標準

指定商品・役務

35

2012/9/28 2012-078821 ハウス食品株式会社

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.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
35,36,39

103

ハウス物流サービス

通常:
標準

32

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

35

【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，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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012/9/28 2012-078830 ハウス食品株式会社

05,29,30,32

104

赤ちゃんレストラン

通常:
標準

2012/9/28 2012-078832 株式会社明治

03,05,29,30,32
105

ぷるハリ美人

通常:
標準

2012/9/28 2012-078849 株式会社ハーバー研究所

106

ダイナース＼Ｄｉｎｅｒ’ｓ

通常

2012/9/28 2012-078879 サッポロ飲料株式会社

107

ラクミル

通常:
標準

2012/9/28 2012-078880 サッポロ飲料株式会社

108

§ラビタ＼Ｌａ Ｖｉｔａ

通常

2012/9/28 2012-078884 株式会社アンダーレ

109

バリキング

通常:
標準

2012/9/28 2012-078886 サッポロビール株式会社

※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。

指定商品・役務
【35】広告業，輸出入に関する事務の代理又は代行，広告用具の貸与，飲食料品の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の
貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又
は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売
買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，中古自動車の評価
【39】車両による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，寄託を受けた
物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，配達物の一時預かり，倉庫の提
供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器具の貸与
【05】乳糖，乳児用粉乳，乳幼児の離乳育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用清涼飲
料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児
の離乳育児用菓子，乳幼児の離乳育児用乳清飲料
【29】食用油脂，乳製品，肉・野菜・果実を主原料とする惣菜，ミートソース，そのほかのパ
スタソース，レトルトパウチされた親子丼のもと・すきやき丼のもと・麻婆丼のもと・中華丼
のもと，カレー・シチュー又はスープのもと，ふりかけ，お茶漬けのり，豆乳
【30】菓子及びパン，茶，コーヒー及びココア，氷，穀物の加工品，即席菓子のもと，ケ
チャップソース，ホワイトソース，マヨネーズソース，ドレッシング，雑炊，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，べんとう，ホットドッグ，
ミートパイ，ラビオリ，グラタン
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【05】サプリメント，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮変質剤，細胞賦活用薬剤，薬剤，カプ
セル
【29】食用油脂，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，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品，イーストパウダー，こうじ，酵母，
ベーキングパウダー，即席菓子のもと
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

32

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.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

110

§ビタ＼Ｖｉｔａ

通常

2012/9/28 2012-078889 株式会社アンダーレ

111

一乳の間接購入システム

通常:
標準

2012/9/28 2012-079044 有限会社一乳

35

29,30,35

112

一騎

通常

2012/9/29 2012-079058 合資会社緑屋本店

113

大横綱温泉水

通常:
標準

2012/9/24 2012-081059 高野 勇一

114

早割

通常:
標準

2012/9/26 2012-081422 株式会社銀座コージーコーナー

115

特割

通常:
標準

2012/9/26 2012-081423 株式会社銀座コージーコーナー

32
35

35

30,32
116

花ぱんだ

通常

ゆい くに＼結の故郷

通常

【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，加盟
店において特典を受けられる会員カード・クーポンの発行又はそれらの代行及び仲介，コ
ンピュータネットワークなどの通信による会員カード・クーポンの発行及び情報の提供，そ
の他のトレーディングスタンプの発行，商品の販売に関する情報の提供，飲食料品の販
【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，加盟
店において特典を受けられる会員カード・クーポンの発行又はそれらの代行及び仲介，コ
ンピュータネットワークなどの通信による会員カード・クーポンの発行及び情報の提供，そ
の他のトレーディングスタンプの発行，商品の販売に関する情報の提供，飲食料品の販
【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，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

2012/9/25 2012-081448 大町 郁子

30,31,32
117

指定商品・役務
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【35】トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行
及び清算，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並びに商品の売
買契約の仲介又は取次，広告業，商品の販売に関する情報の提供，経営の診断又は経
営に関する助言，市場調査，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
【29】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，肉製品，加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実
【30】しょうゆ，そばつゆ，ドレッシング，食酢，酢の素，ウースターソース，グレービーソー
ス，ケチャップソース，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，うま味調味料，食
品香料（精油のものを除く。），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，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキン
グパウダー
【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（但し、
肉製品・加工水産物・乳製品・角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・
【32】飲料用温泉水

2012/9/25 2012-081492 大野市

【30】米
【31】なす，ねぎ，大根，しいたけ，かぶ，さといも，トマト，はくさい，まいたけ，きゅうり，に
んじん，ピーマン，さつまいも，じゃがいも，かぼちゃ，にんにく，うり，ししとう，たまねぎ，そ
ば，とうもろこし，麦，籾米
【32】ミネラルウォーター

03,24,29,30,31,32,3 【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，アロマオイル，薫料
【24】織物，タオル，手ぬぐい，ハンカチ，ふろしき，その他の布製身の回り品
5,43
118

Ｔ∞ＤｅＬａ＼Ｔｅｒｒｅ

通常

2012/9/27 2012-081924 株式会社カリス成城

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

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

【29】食用油脂，冷凍野菜，冷凍果実，加工野菜及び加工果実
【30】茶，ハーブティー，コーヒー，ココア，香辛料，コーヒー豆，穀物の加工品
【31】野菜（「茶の葉」を除く。），茶の葉，果実
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【35】ハーブティー（医療用のものを除く）・ハーブの苗・装飾用乾燥ハーブの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，せっけん類・歯磨き・化粧品・香料・
アロマオイル・薫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
【43】茶・ハーブティー・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.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
29,30,35,43

119

俺のイタリアン

通常

2012/9/27 2012-081929 ＶＡＬＵＥ ＣＲＥＡＴＥ株式会社

29,30,35,43

120

俺のフレンチ

通常

2012/9/27 2012-081930 ＶＡＬＵＥ ＣＲＥＡＴＥ株式会社

05,32
121

きび酢 ｄｅ すらり

通常

2012/9/27 2012-081937 株式会社あみう

35

122

ＡＮＣＨＯＲＶＩＬＬＡＧＥ

通常:
標準

指定商品・役務
【29】食用油脂，乳製品，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物（「か
つお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」
を除く。），加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】菓子，パン，サンドイッチ，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，ドレッシン
グ，食塩，香辛料，穀物の加工品，ラビオリ，パスタソース
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報
の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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
【29】食用油脂，乳製品，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物（「か
つお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」
を除く。），加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】菓子，パン，サンドイッチ，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，ドレッシン
グ，食塩，香辛料，穀物の加工品，ラビオリ，パスタソース
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報
の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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
【05】サプリメント
【32】飲料水、その他の清涼飲料

2012/9/27 2012-081939 ベイクロスマーケティング株式会社

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

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

【35】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，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，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，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，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，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.23～2012.09.29.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

123

アパサービス

通常

2012/9/27 2012-081941 アパサービス株式会社

32
124

§ありがとう２４＼Ｗ－ａｔｅｒ

通常

2012/9/25 2012-081948 株式会社チャ・チャ・チャ

03,35

125

米豊

通常:
標準

2012/9/26 2012-081959 有限会社森野商店

32
126

Ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ Ｅｎｚｙｍｅ Ｓｅｒｉｅｓ
＼おいしい酵素＼酵素水

通常

￠ＧｅｌｅｅＱｕｅｅｎ

通常

【03】せっけん類
【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】酵素を使用した清涼飲料

2012/9/28 2012-082337 株式会社トライポッド

29,30,32

127

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，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，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，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，
【32】清涼飲料水

2012/9/28 2012-082342 ユニコロイド株式会社

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

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

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類，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素，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，茶，コー
ヒー，ココア，氷，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，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，ドレッシング
【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）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
29,30,32

128

コロイドトップ

通常

2012/9/28 2012-082343 ユニコロイド株式会社

30,32
129

130

131

132

133

134

発酵晩茶

通常

海の恵み＼ＵＭＩＮＯＭＥＧＵＭＩ 通常

朝一杯の水

赤丸きんぐ

通常

通常

§荷 仙＼ｈｅｘａｎ

マド
プロ:
通常

ＤＯＮ ＦＩＬＥＴＯ

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類，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素，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，茶，コー
ヒー，ココア，氷，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，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，ドレッシング
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【30】茶
【32】茶を使用してなる清涼飲料水，その他の清涼飲料水

2012/9/28 2012-082358 井川 圭太郎

05,29,32

【05】サプリメント，食餌療養用飲料，食餌療養用食品，栄養補助用飼料添加物
【29】プラセンタ粉末を主原料とする粉末状・顆粒状・丸薬状・錠剤状・液状・ゲル状・ゼリー
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
【32】清涼飲料

32

【32】ボトルドウォーター

35

【35】菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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

29,31

【29】Aquatic products; preserved vegetables; dehydrated vegetables; quick-freeze
vegetable; crustaceans; processed meat.
【31】Fresh vegetables; living animals; peanuts (fruits).
【29】水産物，漬け物、その他の保存加工をした野菜，乾燥処理した野菜，急速冷凍した
野菜，甲殻類，加工済み食肉
【31】野菜，生きている動物，ピーナッツ

29

【29】Meat, fish, poultry and game; packaged meats.
【29】食肉，魚，家禽肉及び食用鳥獣肉，包装済みの肉

2012/9/27 2012-082381 株式会社毛髪クリニックリーブ２１

2012/9/28 2012-082773 芝本 絹子

2012/9/28 2012-082787 株式会社エモテント

2012/9/24 2012-360205

ＪＩＡＮＧＳＵ ＨＥＸＩＡＮ ＦＯＯＤＳ Ｇ
ＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．

ＰＲＯＣＥＳＡＤＯＲＡ Ｙ ＥＭＰＡＣＡ
2012/9/25 2012-360238 ＤＯＲＡ ＤＥ ＣＡＲＮＥＳ ＤＥＬ Ｎ
ＯＲＴＥ Ｓ．Ａ ＤＥ Ｃ．Ｖ

※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）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
29,30,32

135

Ｂｅｌｓａｇｉｏ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/25 2012-361553

Ｍｏｌｋｅｒｅｉ Ａｌｏｉｓ Ｍuｌｌｅｒ ＧｍｂＨ
＆ Ｃｏ． ＫＧ

03,25,35,44

136

ＭＩＲＡＮＤＡ ＫＥＲＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/27 2012-361762 Ｍｉｒａｎｄａ Ｋｅｒｒ

09,12,35,38

137

ＣＯＭＰＯＳＩＴＩＯＮ ＣＯＬＯＵＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/26 2013-351053 Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ Ａｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

※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】Milk and milk products, in particular butter, cheese, curd cheese, cream, single
cream, sour cream, condensed milk, yoghurt, buttermilk, kefir, whey, powdered milk for
food, milk free from alcohol and mixed milk drinks, milk predominating; milk preparations,
mainly consisting of sour cream, buttermilk, sour milk, yoghurt, kefir, quark, including with
added muesli preparations, prepared fruits and/or cereals; prepared desserts based on
milk, yoghurt, quark and cream, including with added herbs and/or prepared fruits and/or
cereals; including all goods being dietetic foodstuffs.
【30】Coffee, coffee-based beverages; cocoa, cocoa-based drinks; chocolate-based
beverages; cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk, milk chocolate
(beverage); rice pudding; semolina pudding; pudding; ice cream and edible ices, including
sorbets (ices) and frozen yoghurt (ices).
【32】Waters (beverages), mineral water (beverages), table waters, soda water and seltzer
water; aerated waters; non-alcoholic beverages, in particular lemonades, isotonic drinks,
【03】Soaps, perfumeries, and cosmetics, including skin care, hair care, body care, and
make-up products; essential oils; hair lotions.
【25】Clothing, footwear, headgear.
【35】Promotion, marketing, and advertising services; retailing goods, including retailing
goods online.
【44】Beauty salons, hairdressing salons, health care, physical therapy, consultation in the
field of cosmetic skin treatment; hygienic and beauty care services.
【03】せっけん，香料類及び香水類，化粧品（スキンケア用品・毛髪の手入れ用品・ボディ
ケア用品及びメイク用品を含む。），精油，ヘアーローション
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子
【35】販売促進，マーケティング，広告，商品の小売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供（オンラインによる商品の小売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供を含む）
【44】美容，理容・美容，健康管理に関する指導及び助言，物理療法又は理学療法による
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, electric,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments, included in this class, contact lenses, spectacles, spectacle cases,
binoculars, magnifying glasses, sunglasses, simulators for steering and controlling
vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle breakdown warning triangles, vehicle
breakdown warning lamps and their parts, electric batteries and their parts, electric
accumulators and their parts, fuel cells and their parts, chargers for electric batteries,
burglar alarms, anti-theft alarms, fire alarms, smoke alarms, gas alarms, speed indicators,
rulers (measuring instruments), measuring apparatus and measuring instruments,
revolution counters, electronic control mechanisms and power and voltage supply units
for vehicle headlights and their parts, control mechanisms and power and voltage supply

