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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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

1

元気市場＼ＧＥＮＫＩ－ＩＣＨＩＢＡ 通常

2012/10/1 2012-079079 高橋畜産食肉 株式会社

32,33
2

バーリアル＼Ｂａｒｒｅａｌ＼ＤＲＹ‐
通常
ＦＲＥＥ＼ドライフリー

3

ＴＷＩＳＴＥＲ

4

フルーツハロウィン

通常:
標準

通常

2012/10/1 2012-079096 イオン株式会社

2012/10/1 2012-079098

トロピカーナ プロダクツ，インコーポ 32
レイテッド
31,35

2012/10/1 2012-079179 中野 栄作

32
5

ｇｏｏｄ＼ｎｉｇｈｔ＼ｄｒｅａｍ

通常

2012/10/1 2012-079245 株式会社古典建築研究所

※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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指定商品・役務
【35】商品の実演による広告，広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営，ト
レーディングスタンプの発行，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，競
売の運営，広告用具の貸与，飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，酒類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用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，野菜及び果実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，菓子及びパンの小売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，米穀類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，医療補助品の小売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，花及び木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，紙類及び文房具類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，たば
こ及び喫煙用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，写真機械器
【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，ビール風味の麦芽発泡酒，麦芽を主体としたビール風味の清涼飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒，リキュール，麦芽及び麦を使用しないビー
ル風味のアルコール飲料

【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
【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽
【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，
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，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

【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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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,42

6

ふもっふ＼ｆｕ－ｍｏ＼ふも

通常

2012/10/1 2012-079268 加地 宏規

06,19,20,35,36,37,4
2,44

7

木化

通常

2012/10/1 2012-079288 住友林業株式会社

※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。
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指定商品・役務
【35】広告業，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，輸出入に関する事
務の代理又は代行，輸出入事業の管理，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，かばん類の小売又は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，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 化粧品・歯磨き及び
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製金具，金
属製ネームプレート，金属製郵便受け，金属製家庭用水槽，金属製建具，金庫
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファル
ト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用専用
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用
の専用材料，繊維製の落石防止網，木粉及び合成樹脂を配合して成型した建築用又は
構築用の専用材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），建具（金属製のものを
除く。），木材，半加工木材，加工済み木材，家具用木材，建築用木材，床材（金属製のも
のを除く。），壁材（金属製のものを除く。），繊維板，合板，パーティクルボード（削片板），
集成材，石材
【20】カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょ
う・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・
ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除
く。），家具，台所用家具，食器棚，椅子，テーブル，洗面化粧台，洋服箪笥，収納家具，
屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，郵便受け
（金属製のものを除く。）
【35】建物又は土地の貸借に関する広告，建物又は土地の売買に関する広告，建物又は
土地の貸借希望者のための広告，建物又は土地の貸借希望者等の募集のための広告，
商品の販売促進・役務の提供促進のための広告，その他の広告，トレーディングスタンプ
の発行，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，商品の販売促
進・役務の提供促進のための企画及び運営，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，商品の販売の取次ぎ又は仲介，事業の管理，ホ
テルの事業の管理，不動産事業の管理及びコンサルティング，建物又は土地の貸借に関
する顧客情報の提供 顧客に関する情報の収集・管理・分析 介護事業の管理 介護事
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

06,19,20,35,36,37,4 【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製金具，金
属製ネームプレート，金属製郵便受け，金属製家庭用水槽，金属製建具，金庫
2,44

8

木から生まれる未来、木化

通常

2012/10/1 2012-079289 住友林業株式会社

05,30,32

9

八彩健茶

通常:
標準

2012/10/1 2012-079296 株式会社東洋新薬

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファル
ト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用専用
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用
の専用材料，繊維製の落石防止網，木粉及び合成樹脂を配合して成型した建築用又は
構築用の専用材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），建具（金属製のものを
除く。），木材，半加工木材，加工済み木材，家具用木材，建築用木材，床材（金属製のも
のを除く。），壁材（金属製のものを除く。），繊維板，合板，パーティクルボード（削片板），
集成材，石材
【20】カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょ
う・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・
ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除
く。），家具，台所用家具，食器棚，椅子，テーブル，洗面化粧台，洋服箪笥，収納家具，
屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，郵便受け
（金属製のものを除く。）
【35】建物又は土地の貸借に関する広告，建物又は土地の売買に関する広告，建物又は
土地の貸借希望者のための広告，建物又は土地の貸借希望者等の募集のための広告，
商品の販売促進・役務の提供促進のための広告，その他の広告，トレーディングスタンプ
の発行，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，商品の販売促
進・役務の提供促進のための企画及び運営，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，商品の販売の取次ぎ又は仲介，事業の管理，ホ
テルの事業の管理，不動産事業の管理及びコンサルティング，建物又は土地の貸借に関
する顧客情報の提供 顧客に関する情報の収集・管理・分析 介護事業の管理 介護事
【05】茶を主原料とするサプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし茶
を含有するサプリメント，動物エキスを主原料とし茶を含有するサプリメント，茶を主原料と
する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプ
レット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし茶を含有する粉末状・粒
状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプ
セル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエ
ハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エ
キスを主原料とし茶を含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブ
レット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬
状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シ
ロップ状・スティック状の加工食品，茶を含有する栄養補助食品，茶を含有する栄養補給
剤，茶を含有する栄養補強剤，茶を含有する栄養補給用ドリンク剤，茶を含有するビタミン
剤，茶を含有するアミノ酸剤，茶を含有する滋養強壮変質剤，茶を含有するカルシウム
剤，茶を含有する食品強化剤，茶を含有する医療用食品添加剤，茶を含有する食餌療法
用の食品調製剤，茶を含有する医療用栄養添加剤，茶を含有する薬剤（農薬に当たるも
のを除く。），茶を含有する医薬用化学剤，茶を含有する化学的製剤，茶を含有する動物
用薬剤，茶を含有する食餌療法用飲料，茶を含有する食事療法用食品，茶を含有する乳
児用飲料，茶を含有する乳児用食品，茶を含有する乳児用粉乳，茶を含有する栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【30】茶，烏龍茶，紅茶，麦茶，緑茶，昆布茶，番茶，煎茶，ほうじ茶，ハーブティー，薬草
茶，果実茶，穀物茶，ブレンド茶，茶エキス，茶飲料，濃縮茶，粉末茶，即席茶，ティーバッ
グ入りの茶 アイスティー 植物・植物エキス又は植物発酵エキスを含有する茶 茶の浸
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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
05,30,32

10

おだやか妃茶

通常:
標準

2012/10/1 2012-079297 株式会社東洋新薬

05,30,32

11

健闘膳茶

通常:
標準

2012/10/1 2012-079304 株式会社東洋新薬

12

わかさの梅

通常:
標準

2012/10/1 2012-079326 鳥濱酒造株式会社

32
32

13

§わかさの＼梅∞若狭＼ＷＡＫ
ＡＳＡ ＢＥＮＩＳＡＳＨＩ＼紅映∞Ｆ 通常
ＵＭＥＬＹ＼ＦＯＯＤＳ

2012/10/1 2012-079327 鳥濱酒造株式会社

※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。

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

指定商品・役務
【05】茶を主原料とするサプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし茶
を含有するサプリメント，動物エキスを主原料とし茶を含有するサプリメント，茶を主原料と
する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプ
レット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし茶を含有する粉末状・粒
状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプ
セル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエ
ハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エ
キスを主原料とし茶を含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブ
レット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬
状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シ
ロップ状・スティック状の加工食品，茶を含有する栄養補助食品，茶を含有する栄養補給
剤，茶を含有する栄養補強剤，茶を含有する栄養補給用ドリンク剤，茶を含有するビタミン
剤，茶を含有するアミノ酸剤，茶を含有する滋養強壮変質剤，茶を含有するカルシウム
剤，茶を含有する食品強化剤，茶を含有する医療用食品添加剤，茶を含有する食餌療法
用の食品調製剤，茶を含有する医療用栄養添加剤，茶を含有する薬剤（農薬に当たるも
のを除く。），茶を含有する医薬用化学剤，茶を含有する化学的製剤，茶を含有する動物
用薬剤，茶を含有する食餌療法用飲料，茶を含有する食事療法用食品，茶を含有する乳
児用飲料，茶を含有する乳児用食品，茶を含有する乳児用粉乳，茶を含有する栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【30】茶，烏龍茶，紅茶，麦茶，緑茶，昆布茶，番茶，煎茶，ほうじ茶，ハーブティー，薬草
茶，果実茶，穀物茶，ブレンド茶，茶エキス，茶飲料，濃縮茶，粉末茶，即席茶，ティーバッ
グ入りの茶 アイスティー 植物・植物エキス又は植物発酵エキスを含有する茶 茶の浸
【05】茶を主原料とするサプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし茶
を含有するサプリメント，動物エキスを主原料とし茶を含有するサプリメント，茶を主原料と
する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプ
レット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし茶を含有する粉末状・粒
状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプ
セル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエ
ハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エ
キスを主原料とし茶を含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブ
レット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬
状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シ
ロップ状・スティック状の加工食品，茶を含有する栄養補助食品，茶を含有する栄養補給
剤，茶を含有する栄養補強剤，茶を含有する栄養補給用ドリンク剤，茶を含有するビタミン
剤，茶を含有するアミノ酸剤，茶を含有する滋養強壮変質剤，茶を含有するカルシウム
剤，茶を含有する食品強化剤，茶を含有する医療用食品添加剤，茶を含有する食餌療法
用の食品調製剤，茶を含有する医療用栄養添加剤，茶を含有する薬剤（農薬に当たるも
のを除く。），茶を含有する医薬用化学剤，茶を含有する化学的製剤，茶を含有する動物
用薬剤，茶を含有する食餌療法用飲料，茶を含有する食事療法用食品，茶を含有する乳
児用飲料，茶を含有する乳児用食品，茶を含有する乳児用粉乳，茶を含有する栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【30】茶，烏龍茶，紅茶，麦茶，緑茶，昆布茶，番茶，煎茶，ほうじ茶，ハーブティー，薬草
茶，果実茶，穀物茶，ブレンド茶，茶エキス，茶飲料，濃縮茶，粉末茶，即席茶，ティーバッ
グ入りの茶 アイスティー 植物・植物エキス又は植物発酵エキスを含有する茶 茶の浸
【32】梅ジュース，梅果汁，果実飲料，清涼飲料，飲料用野菜ジュース
【32】若狭産の梅ジュース，若狭産の梅果汁入りの果実飲料，若狭産の梅果汁入りの清
涼飲料，若狭産の梅を使用してなる果実飲料，若狭産の梅を使用してなる清涼飲料，若
狭産の梅を加味した果実飲料，若狭産の梅を加味した清涼飲料，若狭産の梅エキス入り
果実飲料，若狭産の梅エキス入り清涼飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

14

15

商標（見本）

商標

ＣＨＯＮＤＲＯＺＥＲＩＡ

ＺＥＲＩＡ

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05,32

【05】薬剤，滋養強壮変質剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

05,32

【05】薬剤，滋養強壮変質剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

2012/10/1 2012-079336 ゼリア新薬工業株式会社

2012/10/1 2012-079337 ゼリア新薬工業株式会社

03,12,14,16,18,20,2 【03】靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類
1,25,28,35,36,39,41, 【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
附属品，乳母車，手押し車，車イス，乗物用盗難警報機，タイヤ
43,44,45
【14】キーホルダー，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，宝石箱，記念カップ，記念

16

ＰＡＶＡＲＩＥ

通常

2012/10/1 2012-079341 西日本高速道路株式会社

※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/

たて，身飾品，貴金属製靴飾り
【16】紙製包装用容器，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，紙製テーブルクロス，文房具類，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，携帯用化粧品道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，革ひも
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，
うちわ，せんす，買物かご，家具，額縁，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，木製彫刻
【21】ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式のものを除
く。），鉄瓶，やかん，食器類，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡だて
器，こし器，こしょう入れ，砂糖入れ，塩振り出し容器，卵立て，ナプキンホルダー，ナプキ
ンリング，盆，ようじ入れ，ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこ
しょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り分け用へら，な
べ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッ
フル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，花瓶，水盤，風鈴，化粧用
具
【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
【28】運動用具，おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さ
いころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用
具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用用具，釣り具，昆虫採集用具
【35】広告，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，ホテルの事
業の管理，建築物における来訪者の受付及び案内，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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
16,35

17

こうが＼高雅

通常

2012/10/1 2012-079419 シャディ株式会社

01,05,32,40
18

§ＭＤ水＼Ｍｅｄｉｃａｌ Ｄｒ’ｓ Ｈｙ
通常
ｄｒｏｇｅｎ Ｗａｔｅｒ

19

プラセンベリー

通常:
標準

2012/10/1 2012-079426 株式会社ＳＡＮＮＯ

2012/10/2 2012-079446 株式会社 日本天然物研究所

03,29,32
29,31,32

20

あぽりん＼アポリン

通常

2012/10/2 2012-079449 日清紡ホールディングス株式会社

21

ＨＡＮＫＹＵ ＤＥＳＳＥＲＴ ＢＡＲ

通常:
標準

2012/10/2 2012-079460

※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。

エイチ・ツー・オー リテイリング株式 35
会社

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
【01】化学品
【05】薬剤，サプリメント
【32】飲料用水素還元水，飲料水
【40】除染

【03】せっけん類，香料類，化粧品
【29】プラセンタを主成分とする粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉末状・ゼリー状の加工
食品
【29】冷凍果実，加工果実
【31】果実
【32】清涼飲料，果実飲料

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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

03,05,06,08,09,12,1 【03】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，せっ
4,15,16,18,20,21,24, けん類，歯磨き，化粧品，香料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや
25,26,27,28,29,30,3 出し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
2,35,41,42
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，

22

ドキドキ！プリキュア

通常:
標準

2012/10/2 2012-079491 東映アニメーション株式会社

35

23

ＯＤＡＫＹＵ Ｅｃｏ‐Ｆｒｉｅｎｄｌｙ＼Ｇ
ＯＯＤ！＼グッと！く～る＼ＣＯ 通常
ＯＬ

2012/10/2 2012-079526 株式会社小田急百貨店

※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/

ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，
乳児用粉乳，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製金具，金属製包装用容器，金属製の
ネームプレート及び標札，金属製帽子掛けかぎ，金属製工具箱，金属製彫刻
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），手動利器，手動工具，エッ
グスライサー（電気式のものを除く。），かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り
器，スプーン，チーズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除
く。），フォーク，ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュアセッ
ト，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル
【09】業務用テレビゲーム機用プログラム，携帯電話用ストラップ，その他の電気通信機械
器具，コンピュータ用ゲームプログラム，移動体電話機用ゲームプログラム，ダウンロード
可能なゲームプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレ
ビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回
路及びＣＤ－ＲＯＭ，運動用保護ヘルメット，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保存す
ることができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し保存することができる画像
ファイル，インターネットを利用して受信し保存することができる動画ファイル，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
【12】船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並
びにその部品及び附属品 自動車並びにその部品及び附属品 二輪自動車・自転車並
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，自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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

24

ＯＤＡＫＹＵ Ｅｃｏ‐Ｆｒｉｅｎｄｌｙ＼
グッと！＼ＧＯＯＤ！＼ホッと＼ 通常
ＨＯＴ

2012/10/2 2012-079527 株式会社小田急百貨店

05,30,32

25

キングオブポリフェノール

通常:
標準

2012/10/2 2012-079537 三井農林株式会社

26

緑茶の恵み

通常:
標準

2012/10/2 2012-079538 三井農林株式会社

27

紅茶の恵み

通常:
標準

2012/10/2 2012-079539 三井農林株式会社

28

茶の恵み

通常:
標準

2012/10/2 2012-079541 三井農林株式会社

05,30,32

05,30,32

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

30,32
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指定商品・役務
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，自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
【05】ポリフェノールを含有する茶を主原料とする食餌療法用飲料，ポリフェノールを含有
する茶を主原料とする食餌療法用食品，ポリフェノールを含有する茶を主原料とする栄養
補助食品，ポリフェノールを含有する茶を主原料とするサプリメント
【30】ポリフェノール入り茶，ポリフェノール入り茶飲料，ハーブを含有してなるポリフェノー
ル入り茶・茶飲料，薬草を含有してなるポリフェノール入り茶・茶飲料，生薬を含有してなる
ポリフェノール入り茶・茶飲料，各種ビタミンを含有してなる茶・茶飲料
【32】ポリフェノールを含有する清涼飲料，ポリフェノールを含有する茶又は茶風味の清涼
飲料，ポリフェノールを含有するハーブ入り清涼飲料，ポリフェノールを含有する薬草入り
清涼飲料，ポリフェノールを含有する生薬入り清涼飲料，ポリフェノールを含有する各種ビ
【05】緑茶を主原料とする食餌療法用飲料，緑茶を主原料とする食餌療法用食品，緑茶を
主原料とする栄養補助食品，緑茶を主原料とするサプリメント
【30】緑茶，粉末緑茶，インスタント緑茶
【32】緑茶入り又は緑茶風味の清涼飲料，緑茶及びハーブ入り清涼飲料，緑茶及び薬草
入り清涼飲料，緑茶及び生薬入り清涼飲料，緑茶及び各種ビタミン入り清涼飲料
【05】紅茶を主原料とする食餌療法用飲料，紅茶を主原料とする食餌療法用食品，紅茶を
主原料とする栄養補助食品，紅茶を主原料とするサプリメント
【30】紅茶，粉末紅茶，インスタント紅茶
【32】紅茶入り又は紅茶風味の清涼飲料，紅茶及びハーブ入り清涼飲料，紅茶及び薬草
入り清涼飲料，紅茶及び生薬入り清涼飲料，紅茶及び各種ビタミン入り清涼飲料
【30】茶，粉末茶，インスタント茶
【32】茶入り又は茶風味の清涼飲料，茶及びハーブ入り清涼飲料，茶及び薬草入り清涼飲
料，茶及び生薬入り清涼飲料，茶及び各種ビタミン入り清涼飲料
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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
35,43

29

ハウメックス＼ＨＡＷ‐ＭＥＸ

通常

2012/10/2 2012-079545 株式会社４９ｅｒＪＡＰＡＮ

30

さわやか仕立て

通常:
標準

2012/10/2 2012-079551 アサヒ飲料株式会社

31

水の神話

通常

指定商品・役務

32

【35】クッションカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，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，魚介類
を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
肉を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，野菜を主材とする惣菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，サンドイッ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，ハンバーガ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，ピ
ザの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，べんとうの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ホットドッグの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利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，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，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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

32

【32】飲料水，ミネラルウォーター，鉱泉水，その他の清涼飲料

2012/10/2 2012-079579 株式会社 ＪＣＬトレーディング

16,35,36,37,38,39,4 【16】新聞，雑誌，その他の印刷物，文房具類，書画，写真，写真立て
【35】広告業，広告に関する情報の提供，ウェブサイト上の広告スペースの貸与，経営の
0,41,42,43,44,45

32

オリコンＣＳランキング

通常:
標準

2012/10/2 2012-079600 オリコン株式会社

※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。
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診断又は経営に関する助言，商品の販売に関する情報の提供，商品の価格・販売店舗に
関する情報の提供，商品の売り上げランキング情報の提供，商品又は店舗の売り上げラ
ンキング又は人気ランキングに関する情報の提供，人材の紹介に関する情報の提供，人
材の派遣に関する情報の提供，家庭教師の派遣に関する情報の提供，家庭教師の紹介
に関する情報の提供，職業のあっせんに関する情報の提供，インターネットを利用した
オークションに関する情報の提供，求人情報の提供及びこれに関する情報の提供，中古
自動車の買い取りに関する情報の提供，貴金属・宝飾品の買い取りに関する情報の提
供，ポイントカード・クーポン券の発行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，新聞記事情報の提供
【36】金融に関する情報の提供，外国為替取引に関する情報の提供，インターネットを利
用した有価証券の売買に関する情報の提供，資金の貸付け又は手形の割引に関する情
報の提供，住宅購入のための資金の貸付けに関する情報の提供，不動産投資信託に関
する情報の提供，商品代金の徴収の代行及びこれに関する情報の提供，保険に関する
情報の提供，生命保険の引受けに関する情報の提供，損害保険の引受けに関する情報
の提供，自動車保険・自動二輪車保険の引受けに関する情報の提供，医療保険の引受
けに関する情報の提供，旅行傷害保険の引受けに関する情報の提供，ゴルファー保険の
引受けに関する情報の提供，ペット保険に関する情報の提供，建物・土地又はマンション
の貸与に関する情報の提供，建物又は土地の情報の提供，企業の信用に関する調査に
関する情報の提供，税務代理又は税務相談に関する情報の提供，インターネットを利用し
た銀行業務に関する情報の提供
【37】建設工事に関する情報の提供，リフォーム工事に関する情報の提供，自転車の修理
に関する情報の提供，自動車の修理又は整備に関する情報の提供，二輪自動車の修理
又は整備に関する情報の提供 電子応用機械器具の修理又は保守に関する情報の提
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09,14,16,18,20,21,2 【09】携帯電話機用ストラップ，携帯電話機用ホルダー，携帯電話機用ケース，携帯電話
4,25,28,32,33,35,39, 機用充電器，電気通信機械器具，コンピュータプログラム（電気通信回線を通じてダウン
ロードにより販売されるもの），電子応用機械器具及びその部品，歩数計，測定機械器
41
具，サングラス，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

33

箱根駅伝

通常:
標準

2012/10/2 2012-079627 株式会社読売新聞東京本社

32
34

Ｓｏｕｐｅ Ｇｅｌｅｅ＼スープジュレ 通常

35

こぼれ升

通常:
標準

アサヒグループホールディングス株
2012/10/2 2012-079654
式会社

36

美チョコラ

通常:
標準

2012/10/2 2012-079666

2012/10/2 2012-079636 大久保 和美

32,33

37

ヘルシーエナジードリンク＼ｈｅ
通常
ａｌｔｈｙ ｅｎｅｒｇｙ ｄｒｉｎｋ

エーザイ・アール・アンド・ディー・マネ 05,32
ジメント株式会社
05,32

美の秘訣は４くびれ

通常

【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
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール
飲料，麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料（ビール・ビール風味の麦芽
【05】薬剤，サプリメント
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【05】薬剤，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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

2012/10/2 2012-079694 株式会社 資生堂

03,05,21,32
38

の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，電子出版物
【14】キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【16】事務用品（家具を除く。），事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製ごみ収集用
袋，プラスチック製ごみ収集用袋，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，ポケットティッシュ，紙類，ブックカバー，文
房具類，新聞，雑誌，書籍，印刷物，写真，写真立て
【18】カードケース，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，愛玩動物用被服類
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，ネームプレート及び標札（金属製のものを除
く。），うちわ，扇子，家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，日よけ，懐
中鏡，鏡袋，スリーピングバッグ，プラスチック製・石こう製・木製・竹製・ろう製・合成樹脂
製の置物
【21】化粧用具，食器類，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，洋服ブラシ，貯金箱，お守り，おみくじ，靴ブラシ，靴べら，靴磨き
布，軽便靴クリーナー，シューツリー
【24】タオル，ハンカチ，手ぬぐい，布製身の回り品，ブランケット，かや，敷布，布団，布団
カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテ
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
【25】ティーシャツ 帽子 マフラー 手袋 被服 ガーター 靴下止め ズボンつり バンド
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，野菜を使用した果実飲料，
野草入り果実飲料

2012/10/2 2012-079696 株式会社 資生堂

※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/

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き
【05】薬剤，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。）
【21】化粧用具
【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）2012.09.30～2012.10.06.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
35,41,42,44

39

§Ｂ∞Ｂｅｎｅｆｉｔ ｏｎｅ＼Ｈｅａｌｔｈ
通常
ｃａｒｅ

2012/10/2 2012-079721 株式会社ベネフィット・ワン

05,07,09,16,29,30,3
1,32,33,35,37,43

40

§おいしい「！」がある＼ｐｏｋｋａ
通常
ｓａｐｐｏｒｏ

2012/10/2 2012-079862

※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。

株式会社ポッカコーポレーション
サッポロ飲料株式会社

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

指定商品・役務
【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
【05】薬剤，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
【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，食料加工用又
は飲料加工用の機械器具，包装用機械器具，自動販売機，起動器，交流電動機及び直
流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交
流発電機，直流発電機
【09】オゾン発生器，電解槽，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，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，電気磁気測定器，電
子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，文房具類，印刷物
【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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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

41

§ぷりんちぺ＼らのっきお

通常

2012/10/2 2012-079875 小野田 敬一

35,43

42

§ぷりんちぺらのっきお

通常

2012/10/2 2012-079876 小野田 敬一

43

セレクトカバー

通常:
標準

2012/10/3 2012-079890 コウノウォーター株式会社

44

45

§ＭＡＴＣＨＡ ＭＡＧｉＣ

通常

レジェンド シーシーエー シ
リーズ＼ＬＥＧＥＮＤ Ｃ・Ｃ・Ａ Ｓ 通常
ＥＲＩＥＳ

07,32

指定商品・役務
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，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，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，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，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，
ぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラビオリの小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，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，運動具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供
【43】宿泊施設の提供 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ 飲食物の提供 会議
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，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，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，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，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，
ぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラビオリの小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，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，運動具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供
【43】宿泊施設の提供 宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ 飲食物の提供 会議
【07】食料加工用又は飲料加工用の機械器具
【32】清涼飲料

32,33

【32】アルコールを含有しない飲料，ビール
【33】ビール以外の酒類（日本酒・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒）

03,05,32

【03】つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，乳児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品
【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

2012/10/3 2012-079909 高柳 和弘

2012/10/3 2012-079967 エイボン・プロダクツ株式会社

※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）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.
46

商標（見本）

商標
太香

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/10/3 2012-079973 竹本油脂株式会社

区分
05,29,32
29,30,32

47

48

§ＡＺＵＭＡ

図形商標

通常

通常

2012/10/3 2012-079980 あづま食品株式会社

29,30,32

【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，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】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ，調味料，穀物の加工品，即席菓子のもと，パスタソース，食用グルテン，食用粉類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

05,30,32

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌
療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，コーヒー豆，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
【05】液状の栄養補給剤，その他の栄養補給剤，その他の薬剤，サプリメント，食餌療法用
食品及び飲料
【32】アルコール分を含まない飲料
【30】茶，コーヒー，ココア，氷
【32】清涼飲料，果実飲料

2012/10/3 2012-079981 あづま食品株式会社

49

スリムラッシュ

通常:
標準

2012/10/3 2012-080038 小林製薬株式会社

50

ＳＵＰＲＡＴＯＮＩＣ

優先:
標準

2012/10/3 2012-080043 モンスター エナジー カンパニー

05,32
30,32

51

花椿＼ＣＬＵＢ

通常

2012/10/3 2012-080059 株式会社 資生堂

05,29,30,32
52

ぷるぷる美源

通常:
標準

2012/10/3 2012-080078 株式会社ハーバー研究所

05,29,30,32
53

スギノン

54

革命王

55

楽しいサラダ

56

バランスベジサラ

57

イロドリベジサラ

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

指定商品・役務
【05】サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【29】お茶漬けのり，ふりかけ
【32】清涼飲料（コーヒーシロップを除く。），果実飲料（トマトジュースを除く。）
【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，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】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ，調味料，穀物の加工品，即席菓子のもと，パスタソース，食用グルテン，食用粉類
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料

2012/10/3 2012-080079 株式会社ハーバー研究所

2012/10/3 2012-080113 株式会社アルファリラックス
2012/10/3 2012-080117 アリアケジャパン株式会社
2012/10/3 2012-080118 アリアケジャパン株式会社
2012/10/3 2012-080119 アリアケジャパン株式会社

※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。

05,32
29,32
29,32
29,32

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

【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
【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
【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，乳性飲料
【29】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，野菜を主材料とする
スープ
【32】清涼飲料
果実飲料 飲料用野菜ジ
ス
【29】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，野菜を主材料とする
スープ
【32】清涼飲料
果実飲料 飲料用野菜ジ
ス
【29】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，野菜を主材料とする
スープ
【32】清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジ

ス
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

58

即効集中

通常:
標準

59

即効ブースト

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/10/3 2012-080152 株式会社明治
2012/10/3 2012-080153 株式会社明治

区分
05,30,32
05,30,32
35,41,43

60

ＣＨＥＦ ＧＯＨＡＮ

通常

2012/10/3 2012-080161 株式会社ぐるなび

35,36,42

アマゾン テクノロジーズ インコーポ
レイテッド

61

ａｗｓｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ

優先

2012/10/3 2012-080162

62

さわやか春風ブレンド

通常:
標準

2012/10/3 2012-080255 キリン・トロピカーナ株式会社

63

ジュエルジュエラ＼ＪＥＷＥＬ Ｊ
通常
ＯＵＥＲ

32

アクアシャボン＼ＡＱＵＡ ＳＡＶ
通常
ＯＮ

65

マチュピチュレッド

通常:
標準

2012/10/4 2012-080290 キッコーマン株式会社

66

マチュピチュトマト

通常:
標準

2012/10/4 2012-080291 キッコーマン株式会社

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

05,32

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

31,32

【31】野菜，果実，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，飼料，種
子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花
【32】ビール，清涼飲料，豆乳飲料，トマトジュース，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清
【31】トマト，トマトの種子，トマトの苗
【32】トマトを使用したビール，トマトを使用した清涼飲料，トマトを使用した豆乳飲料，トマト
ジュース，トマトを使用した果実飲料，トマトを使用した飲料用野菜ジュース，トマトを使用

2012/10/4 2012-080285 株式会社ウエニ貿易

※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】オンラインによる小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
コンピュータによるオンラインでのソフトウェアソリューションのオーダリングの提供，アマゾ
ンウェブサービスプラットフォーム上で即座に利用可能なウェブサーバー・データベースフ
レームワーク・テスティングフレームワーク・開発スタック・あらゆる展開環境を可能とする
コンピュータアプリケーションコンテナ・問題追跡及びプロジェクト管理用コンピュータソフト
ウェアを含むソフトウェア開発アプリケーション・ソフトウェアの設計及びマルチメディア管
理の開発及び大規模データ分析をサポートする試験済み又は設定済みのソフトウェア及
びソフトウェアコンポーネントの束から成るクイックスタートテンプレートから成るクラウドコ
ンピューティングコンポーネント・ツール及びコンピュータソフトウェアコンポーネント・ツール
のオーダリングの提供，オンラインにおける商業に関する情報ディレクトリの提供，グロー
バルコンピューターネットワークを通じて行うソフトウェアソリューションの分野における検
索可能なデータベースの提供，オンラインにおける電子コミュニケーションネットワークを
通じて行う広告物の配布，その他の広告業，オンラインベンダーの商品及び役務に関する
検索可能なオンライン広告ガイドの提供，データベースの管理
【36】電子商取引決済，インターネットで購入する商品及び役務に使用される資金供給済
み口座の開設，金融取引サービス，インターネット若しくはコンピュータ又はコミュニケー
ションネットワークを用いて行う安全な商取引及び支払いオプションの提供
【42】アプリケーションサービスプロバイダー，電子商取引・オンライン決済・オーダー
キュー・ウェブサイトの設計・データ蓄積・共有コンピュータの容量スケーリング・メッセージ
サービスの分野におけるコンピュータアプリケーション・コンピュータソフトウェア・ウェブサ
イト・データベースの提供・ホスティング・管理・設計・作成・開発・保守，電子計算機用プロ
グラムの設計・作成又は保守 電子計算機用プログラムの提供 ウェブサイトのホスティン
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

05,32
2012/10/4 2012-080284 株式会社ウエニ貿易

64

指定商品・役務
【05】サプリメント
【30】菓子及びパン，茶，コーヒー及びココア，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，乳清飲料
【05】サプリメント
【30】菓子及びパン，茶，コーヒー及びココア，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，乳清飲料
【35】市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，広告，飲食料品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【41】料理教室の企画・運営及び開催並びにこれらに関する情報の提供
【43】飲食物の提供又はこれに関する情報の提供，飲食物のメニュー・レシピ又は食材に
関する情報の提供

31,32

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）2012.09.30～2012.10.06.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

67

口福七福神

通常:
標準

2012/10/4 2012-080295 高崎弁当株式会社

35

68

高崎七福神

通常:
標準

2012/10/4 2012-080296 高崎弁当株式会社

35
69

又一庵

通常

2012/10/4 2012-080301 有限会社又一庵

35
70

§Ｊｏｌｉｅ＼ｂｙ Ｓ．ＭＩＬＥ

通常

2012/10/4 2012-080340 株式会社エスマイル

35

71

図形商標

通常

2012/10/4 2012-080365 株式会社セイコーマート

※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.
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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
【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
【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，インターネット及び電子メール又はカタログを利用した商品の通信販売に関する情報
の提供，インターネットによる商品の通信販売の取次ぎ，テレビコマーシャル・カタログ・ダ
イレクトメール等による通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行

【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，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，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，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
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，
ホテルの事業の管理，トレーディングスタンプの発行，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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
35,37,43

72

§４５∞ＣＡＦＥ ＴＩｍＥ

通常

2012/10/4 2012-080373 ＧＴＮＥＴ株式会社

16,35,42

73

ソーシャル・ギフト・サービス

通常:
標準

2012/10/4 2012-080405 株式会社ノバレーゼ

74

ソイスチャー

通常:
標準

2012/10/4 2012-080413 株式会社ノエビア

75

片手でらく楽ウォーターサー
バー

通常:
標準

2012/10/4 2012-080414 株式会社コスモライフ

05,29,30,32

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

32,43

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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指定商品・役務
【35】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，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，鍋類・コーヒー沸かし（電気式のものを除く。）・鉄瓶及びやかんの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食器類の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，水筒・魔法瓶・携帯用アイスボックス・米び
つ及び食品保存用ガラス瓶の小売又は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，二輪自動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，フランチャイズの事業の運
営・管理及びこれらに関する情報の提供，フランチャイズシステムに基づく加盟店の経営
の診断・指導及び助言並びにこれらに関する情報の提供，事業の管理・運営及びこれら
に関する指導・助言，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販
売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，広告業，トレーディングスタンプの発行
【37】車検のための自動車の修理・点検又は整備及びこれらに関する情報の提供，自動
車の修理又は整備，車検のための二輪自動車の修理・点検又は整備及びこれらに関す
る情報の提供，二輪自動車の修理又は整備，電子応用機械器具の修理又は保守，電気
通信機械器具の修理又は保守，自転車の修理，機械式駐車装置の修理又は保守，自転
車駐輪器具の修理又は保守，洗車機の貸与
【43】飲食物の提供，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，動物
の宿泊施設の提供 業務用加熱調理機械器具の貸与 業務用食器乾燥機の貸与 業務
【16】ギフト用カタログ
【35】インターネット又はカタログを利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ，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
【05】薬剤，サプリメント
【29】豆乳，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】菓子，パン，茶，コーヒー，ココア
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料
【32】ミネラルウォーター，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール，
ビール製造用ホップエキス，乳清飲料
【43】飲料水ディスペンサーの貸与
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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

03,04,05,08,09,10,1 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
1,16,18,20,21,24,25, 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
28,29,30,31,32,33,3 用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，薫料，つけづ
め，つけまつ毛
5,41,42,43,44
【04】燃料，ろうそく

76

スマート＼キッチン

通常

2012/10/4 2012-080415 株式会社ローソン

77

ビタミンエナジー

通常:
標準

2012/10/4 2012-080443 株式会社ヤクルト本社

78

プラチナソフト

通常:
標準

2012/10/4 2012-080446 株式会社バイオフェイス東京研究所

05,32
01,11,32

35

79

ＳＮＯＯＰＹ

通常:
標準

2012/10/4 2012-080458

※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。

ピーナッツ・ワールドワイド・エルエル
シー

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

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，防虫紙，乳幼児用粉乳，サプリメント，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品
【08】ピンセット，手動利器，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，パレットナイフ
【09】救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，保安用ヘルメット，写
真機械器具，測定機械器具，電池，眼鏡，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，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，避妊用具，耳かき
【11】乾燥装置，牛乳殺菌機，製パン機，冷凍機械器具，電球類及び照明用器具，ガス湯
沸かし器，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，
家庭用食品包装フィルム，型紙，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製
手ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【20】クッション，座布団，うちわ，扇子，きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），屋内
用ブラインド すだれ 葬祭用具
【05】薬剤
【32】清涼飲料，果実飲料
【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
【35】広告業，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，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，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，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，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
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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

80

図形商標

通常

2012/10/4 2012-080459

81

Ｔｏｒｏｔｔａ

通常:
標準

2012/10/4 2012-080461

82

ドラッグ＼イレブン∞当日便

通常

ピーナッツ・ワールドワイド・エルエル
シー

サントリー食品インターナショナル株 32
式会社
35

2012/10/4 2012-080480 ＪＲ九州ドラッグイレブン株式会社

05,32
83

プラセンキュア

通常

2012/10/4 2012-080529 株式会社ファイン

※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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指定商品・役務
【35】広告業，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，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，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，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，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
【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】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，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，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，医療用サポーター・医療用のテープ状鼻孔拡
張器具・血圧計及びその他の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，身長体重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，衛生おしりふき・衛生てふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙
製手ふき・紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供 作業用使い捨て手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
【05】プラセンタを主原料とする液状・粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ゼリー状の
加工食品，その他のサプリメント
【32】プラセンタを含有する清涼飲料，その他の清涼飲料，プラセンタを含有する果実飲
料，その他の果実飲料，プラセンタを含有する飲料用野菜ジュース，その他の飲料用野菜
ジュース，プラセンタ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）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,35,42

84

§ＳＨＯＷＡ ＮＯＴＥ

通常

2012/10/4 2012-080649 ショウワノート株式会社

09,35,42

通常:
標準

85

ショウワノート

86

ＥＸＴＲＡ ＱＵＡＬＩＴＹ＼横 丁∞
サイダー∞炭酸 飲料∞ＹＯＫ
ＯＣＨＯ ＣＩＤＥＲ∞ＯＫＡＧＥ Ｙ
通常
ＯＫＯＣＨＯ＼ＩＳＥ ＪＡＰＡＮ∞
伊勢おかげ横丁∞五十鈴川伏
流水使用

87

もと モト

通常:
標準

2012/10/4 2012-080650 ショウワノート株式会社

32

指定商品・役務
【09】業務用テレビゲーム機用プログラム，携帯電話用ストラップ，携帯電話用クリーナー
付きストラップ，携帯電話機用ホルダー，デジタルカメラ，デジタルカメラ用ストラップ，デジ
タルカメラ用ケース，メガホン（拡声器），電気通信機械器具，コンピュータプログラム，電
子応用機械器具及びその部品，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・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光
磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記憶媒体，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，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，録音済み又
は録画済みの磁気式又は光学式の記録媒体，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
とができる動画ファイル，電子出版物，学校教育用の実験用機械器具，理化学機械器具
【35】学習帳・鉛筆・ペン・鉛筆キャップ・鉛筆ホルダー・鉛筆削り（電動式のものを除く。）・
消しゴム・筆箱・ペンケース・下敷き・スケッチブック・クレヨン・試験紙・画用紙・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，ぬり絵本・印
刷物及び電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，パズルおもちゃ・着せ替え・遊戯用カード・ぬり絵・家庭用テレビゲーム機用プログラ
ム・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，ホイッスル・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，はさみ・針類・安全鍵・鍵・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，弁当箱・弁当箱専用の
巾着・箸箱・箸・フォーク・スプーン・プラスチック製カップ・水筒・ふきん・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，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，洋
服・帽子・水泳着・水泳帽・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 ラン
【09】業務用テレビゲーム機用プログラム，携帯電話用ストラップ，携帯電話用クリーナー
付きストラップ，携帯電話機用ホルダー，デジタルカメラ，デジタルカメラ用ストラップ，デジ
タルカメラ用ケース，メガホン（拡声器），電気通信機械器具，コンピュータプログラム，電
子応用機械器具及びその部品，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・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光
磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記憶媒体，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，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，録音済み又
は録画済みの磁気式又は光学式の記録媒体，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
とができる動画ファイル，電子出版物，学校教育用の実験用機械器具，理化学機械器具
【35】学習帳・鉛筆・ペン・鉛筆キャップ・鉛筆ホルダー・鉛筆削り（電動式のものを除く。）・
消しゴム・筆箱・ペンケース・下敷き・スケッチブック・クレヨン・試験紙・画用紙・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，ぬり絵本・印
刷物及び電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，パズルおもちゃ・着せ替え・遊戯用カード・ぬり絵・家庭用テレビゲーム機用プログラ
ム・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，ホイッスル・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，はさみ・針類・安全鍵・鍵・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，弁当箱・弁当箱専用の
巾着・箸箱・箸・フォーク・スプーン・プラスチック製カップ・水筒・ふきん・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，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，洋
服・帽子・水泳着・水泳帽・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 ラン
【32】三重県伊勢市で製造又は販売されるサイダー

2012/10/5 2012-080658 濱田総業株式会社

2012/10/5 2012-080669 今代司酒造株式会社

※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。

30,32

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

【30】甘酒
【32】甘酒を加味して作る清涼飲料，ウコン及び乳酸菌発酵酒粕を配合した清涼飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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

88

ＳＹＯＫＵ＼ＫＩＮＧ＼食王＼
ショッキング

通常

2012/10/5 2012-080705 株式会社名畑

35,36,39
89

§う

通常

2012/10/5 2012-080714 宇野自動車株式会社

35,44

新成薬局

通常:
標準

91

ミナギルＺ

通常:
標準

2012/10/5 2012-080742 オープンアイ株式会社

92

超絶元気

通常:
標準

2012/10/5 2012-080743 オープンアイ株式会社

90

2012/10/5 2012-080721 株式会社新成堂

05,32

32
35

93

池間島∞ハート岩

通常

2012/10/5 2012-080762 與那嶺 誓雄

※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】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供
【41】酒類に関するセミナー・研究会・講演会の企画・運営又は開催，飲食物に関するセミ
ナー・研究会・講演会の企画・運営又は開催，飲食業に関するセミナー・研究会・講演会の
企画・運営又は開催，酒類に関する興行の企画・運営又は開催，飲食物に関する興行の
【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
【36】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
【39】バスによる輸送，タクシーによる輸送，その他の車両による輸送，駐車場の提供，駐
車場の貸与，駐車場の管理，機械式駐車装置の貸与，自動車の貸与，自転車の貸与
【35】マーケティング，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，フ
ランチャイズ店舗の事業の管理，店舗の開業・経営に関する指導及び助言，店舗運営に
関する経営の診断及び指導，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，経理事務の代行，職業のあっせん，求人情報の提供，新聞記事情
報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤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，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，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，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，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，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，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，消臭効果を有する洗濯用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，化粧用綿棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，衛生器具及び装置の小売又は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，家事用手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供 おむつ・おむつカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【05】薬剤，滋養強壮ドリンク剤，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，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
【32】ビール，清涼飲料，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】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，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

23／35

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

94

商標（見本）

商標

種別

§阪急おくりものギャラリー＼ｆｕ
通常
ｂａｋｏ

出願日

出願番号

2012/10/5 2012-080778

出願人／権利者

区分

【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

35

【35】クリーンルーム用キャップ・作業服・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，安全靴・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，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，異物混入防止用手首用バンド・異物混入防止用足
首用バンド・その他の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，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・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，病院内で用い
る室名札・その他のネームプレート及び標札の小売，あんか・懐炉・懐炉灰・湯たんぽの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，害虫捕獲器・はえ取り
紙・ねずみ取り器・はえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，きゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，薬品を染み込ませたウエットテッシュペーパー・その他の衛生手ふき・紙製タオ
ル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき・紙製ハンカチの小売又は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，ヘッドホン型防音用耳栓の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，肩に掛止して使用する医療用腕吊下げ具の小
売又は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，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，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
【32】清涼飲料，ミネラルウォーター

エイチ・ツー・オー リテイリング株式
会社

95

§えいせいコム

通常

2012/10/5 2012-080782 株式会社小出物産

96

天空の杜

通常:
標準

2012/10/5 2012-080796 株式会社富山環境整備

97

アクティブアップ

通常:
標準

2012/10/5 2012-080802 森永製菓株式会社

98

ココロとカラダが動き出す

通常:
標準

2012/10/5 2012-080803 森永製菓株式会社

32
05,32

05,32

05,32
99

§ＵＰ

通常

2012/10/5 2012-080804 森永製菓株式会社

05,32
100

図形商標

通常

2012/10/5 2012-080805 森永製菓株式会社

※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

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

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，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
【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
【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
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，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
清飲料
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09,14,16,18,20,21,2 【09】携帯電話機用ストラップ，その他の電気通信機械器具，サングラス，眼鏡ケース，そ
4,25,26,30,32,41,43 の他の眼鏡，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

101

図形商標

通常

2012/10/5 2012-080840 株式会社ロッキング・オン

32
102

ＲＯＹＣＥ

通常

2012/10/5 2012-080852 株式会社ロイズコンフェクト

29
103

Ｈｉ＼Ｃｈｅｅｓｅ！

通常

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，電子出版物
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，身飾品，時計
【16】紙箱，紙袋，段ボール箱，その他の紙製包装容器，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，筆記用具，ステッカー，その他の文房具
類，絵はがき，その他の印刷物，書画，写真，写真立て，紙製コースター
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【20】クッション，座布団，マットレス，うちわ，扇子，懐中鏡，鏡袋，額縁
【21】化粧用具，ガラス製又は陶磁製の包装容器，鍋敷き，はし，はし箱，ガラス製コース
ター，陶磁製コースター，木製コースター，金属製コースター，プラスチック製コースター，
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。），貯金箱，ペット
ボトル用ホルダー
【24】タオル，手ぬぐい，ハンカチ，その他の布製身の回り品，敷布，毛布，織物製テーブ
ルナプキン，織物製コースター，ふきん，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製椅子
カバー，カーテン，テーブル掛け
【25】ティーシャツ，エプロン，手袋，バンダナ，マフラー，耳覆い，帽子，その他の被服，
ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，ビーチサンダル，その他の履物，仮装用
衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【26】テープ，リボン，衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用ブローチ，ワッペン，
頭飾品，ボタン類，造花
【30】茶，コーヒー，ココア，クッキー，チョコレート，饅頭，その他の菓子，パン，サンドイッ
チ，中華まんじゅう，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，ぎょうざ，
しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，即席菓子のもと
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【41】電子出版物の提供，電子出版物の企画・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 スポーツの興行の企画・運営又は開催 興行の企画・運営又は開
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

2012/10/5 2012-080858 森永乳業株式会社

※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/

【29】チーズ，チーズを使用してなる乳製品，チーズの風味を有するマーガリン，チーズの
風味を有するスプレッド，その他のチーズの風味を有する食用油脂
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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

104

§ＮＯＷ ＯＮ＼ＴＶ

通常

2012/10/5 2012-080890 株式会社テレビショッピング研究所

35

105

ＮＯＷ ＯＮ ＴＶ＼ナウ オン
ティヴィ

通常

2012/10/5 2012-080891 株式会社テレビショッピング研究所

29,35,41

106

§チーズフェスタ＼チー１∞グラ
ンプリ＼ＣＨＥＥＳＥ－１ＧＲＡＮＤ 通常
ＰＲＩＸ

2012/10/5 2012-080892 雪印メグミルク株式会社

※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/

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，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，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，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，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
【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，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，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，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，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
【29】チーズスプレッド，一種またはそれ以上のナチュラルチーズあるいはプロセスチーズ
を原料としてプロセスチーズ風に作った乳製品（チーズフード），チーズ，その他の乳製
品，肉製品，肉製品を主材料とする惣菜，加工水産物，加工水産物を主材料とする惣菜，
魚介類を主材料とする惣菜，加工野菜及び加工果実，加工野菜及び加工果実を主材料と
する惣菜，野菜及び果実を主材料とする惣菜，油揚げ，凍り豆腐，豆乳，豆腐，納豆，油
揚げを主材料とする惣菜，凍り豆腐を主材料とする惣菜，豆乳を主材料とする惣菜，豆腐
を主材料とする惣菜，納豆を主材料とする惣菜，加工卵，加工卵を主材料とする惣菜，卵
を主材料とする惣菜，カレー・ハヤシライス・シチュー・チャウダー又はスープのもと，オム
レツ・どんぶりもの・チャーハン・グラタン・ドリア・リゾット又はピラフのもと
【35】乳製品及び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
【41】チーズに関する知識の教授，通信ネットワーク・通信教育による飲食物・料理・栄養
及び健康に関する知識の教授，その他の飲食物・料理・栄養及び健康に関する知識の教
授，チーズに関する講演会・文化教室・セミナー・シンポジウム及び研修会の企画・運営又
は開催，通信ネットワークによる飲食物・料理・栄養及び健康に関するセミナーの企画・運
営又は開催，その他の飲食物・料理・栄養及び健康に関するセミナーの企画・運営又は開
催，通信ネットワークによるセミナーの企画・運営又は開催，その他のセミナーの企画・運
営又は開催，通信ネットワークによる電子雑誌・電子書籍の提供，その他の電子出版物
の提供，通信ネットワークによる図書及び記録の供覧，その他の図書及び記録の供覧，
図書の貸与，通信ネットワークによる映画・映像・画像の提供，その他の映画・映像・画像
の提供，映画の上映・制作又は配給，祭典の企画・運営又は開催，その他の興行の企
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。） レコード又は録音済み磁気テ－プの貸
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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
16,28,29,30,32,33

107

壬生ゆうゆ

通常:
標準

2012/10/5 2012-080900 株式会社トミーテック

29,30,32,35

108

くるみっくす＼ＫｕＲｕＭｉＸ

通常

2012/10/5 2012-080927 社会福祉法人復泉会

09,14,16,28,35,36,3
9,43

109

鬼平江戸処

通常:
標準

2012/10/5 2012-080946 東日本高速道路株式会社

※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】印刷物，文房具類
【28】遊園地用機械器具，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，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
【29】乳製品，肉製品，加工水産物，かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干し
のり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり，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
【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，ウスターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょう
ゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のた
れ，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，米，脱穀済みの
えん麦，脱穀済みの大麦
【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
【29】加工野菜，加工果実，冷凍野菜，冷凍果実，調理用野菜ジュース，調理用果実
ジュース，加工水産物，米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類，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，穀物の加工品
【30】菓子及びパン，茶，紅茶，即席菓子のもと
【32】飲料用野菜ジュース，果実飲料，清涼飲料
【35】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，冷凍野菜及び冷凍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，調理用野菜ジュース及び調理用果実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，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，米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・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，カレー・シチュー又は
スープのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，お茶漬
けのり及びふりかけの小売又は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，
茶・紅茶・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，即席菓子のもとの小売又は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・果実飲料及び清涼飲料の小売又は卸売の業務において行われる
【09】携帯電話機用ストラップ，コンピュータ用のゲームプログラム，サングラス，録音済み
のコンパクトディスク，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【14】キーホルダー，キーホルダー用ストラップ，記念たて，ネクタイピン，ネックレス，イヤ
リング，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，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，写真，写
真立て
【28】愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，おもちゃの刀，人形，マスコット人形，すごろく，トラン
プ，歌がるた
【35】広告，インターネッ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，商品の販売に関する情報の
提供，ホテルの事業の管理，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，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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

09,14,16,28,35,36,3 【09】携帯電話機用ストラップ，コンピュータ用のゲームプログラム，サングラス，録音済み
のコンパクトディスク，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
9,43

110

江戸休み処

通常:
標準

2012/10/5 2012-080947 東日本高速道路株式会社

32
111

§ｈｏｎｅｙ＼ハニードロップ＼ｄｒ
通常
ｏｐ

2012/10/5 2012-080960 ＨＡＲＵＮＡ株式会社

21,30,35,43

112

§ＭＵＧ＼ＣＡＦＥ＼ｂｙ Ｆｒａｎｃｆ
通常
ｒａｎｃ

【14】キーホルダー，キーホルダー用ストラップ，記念たて，ネクタイピン，ネックレス，イヤ
リング，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，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，写真，写
真立て
【28】愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，おもちゃの刀，人形，マスコット人形，すごろく，トラン
プ，歌がるた
【35】広告，インターネッ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，商品の販売に関する情報の
提供，ホテルの事業の管理，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，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
【32】はちみつを加味してなる清涼飲料

2012/10/5 2012-081094

※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。

バルス インターナショナル リミテッ
ド

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

【21】食器類，グラス，台所用品
【30】コーヒー豆，コーヒー及びココア，茶，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハン
バーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ
【35】食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料
品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，コーヒー豆の小
売又は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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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
20,35

113

ＬＯＵＮＧＥ ｂｙ Ｆｒａｎｃｆｒａｎｃ

通常:
標準

2012/10/5 2012-081095

バルス インターナショナル リミテッ
ド

20,35

114

ＬＯＵＮＧＥ

115

ぼんさい ボンサイ

116

にしきごい ニシキゴイ

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/10/5 2012-081096

バルス インターナショナル リミテッ
ド

2012/10/6 2012-081108 今代司酒造株式会社
2012/10/6 2012-081109 今代司酒造株式会社

※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。

32,33
32,33

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

指定商品・役務
【20】家具，カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，木製の包装用容器，竹製
の包装用容器，コルク製栓，クッション，まくら，マットレス，買い物かご，額縁，植物の茎支
持具，盆（金属製のものを除く。），つい立て，ハンガーボード
【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，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，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（「清涼飲料，果実飲料」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，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，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，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，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，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
【20】家具，カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，木製の包装用容器，竹製
の包装用容器，コルク製栓，クッション，まくら，マットレス，買い物かご，額縁，植物の茎支
持具，盆（金属製のものを除く。），つい立て，ハンガーボード
【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，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，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（「清涼飲料，果実飲料」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，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，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，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，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，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
【32】甘酒を加味して作る清涼飲料，ウコン及び乳酸菌発酵酒粕を配合した清涼飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【32】甘酒を加味して作る清涼飲料，ウコン及び乳酸菌発酵酒粕を配合した清涼飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
28,35

117

Ｒｉｂｂｏｎ Ｍａｒｃｈｅ＼リボンマル
通常
シェ

2012/10/1 2012-083161 中山 純

01,03,05,08,10,11,2
1,30,32,35,41,42,44

118

ＩＯＮＡ

通常

2012/10/1 2012-083164 イオナインターナショナル株式会社

119

萬年健美

通常:
標準

2012/10/1 2012-083165 株式会社ケンユー

05,32
30,32

120

ボイスドリンク

通常

2012/10/1 2012-083171

※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 北海道バイオインダストリ
－

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

指定商品・役務
【28】おもちゃ，おもちゃハウス，さいころ，ままごと道具，ままごと用組み立ておもちゃ，愛
玩動物用おもちゃ，運動用具，人形，遊戯用器具
【35】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，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，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，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，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，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，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
【01】化学品，化粧品の原料として用いる聖徳石の抽出物，非鉄金属，非金属鉱物，化粧
品の原料として用いる聖徳石，人工甘味料，工業用粉類
【03】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫
料，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，滋養強壮変質剤，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，サプリメント
【08】電気アイロン，電気式及び非電気式脱毛器具，電気かみそり及び電気バリカン，ひ
げそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュアセット
【10】業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器，家庭用高周
波美容マッサージ器，家庭用美容マッサージ器，家庭用超音波式美容マッサージ器，業
務用超音波式美容マッサージ器，医療用手袋，耳かき
【11】美容院用又は理髪店用の機械器具（「椅子」を除く。），美容院用頭髪乾燥機，業務
用脱毛機，家庭用電気式美容機械器具
【21】ガラス製包装用容器，香炉，化粧用具，手動式美容用ローラー
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，穀物の加工品，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済
みの大麦，食用粉類，食用ローヤルゼリー，はちみつ
【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】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工
食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，化粧
品・歯磨き及びせっけんの小売又は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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，美容に関する知識の教授，栄養及び健康に関する
知識の教授，健康器具・健康食品又は栄養補助食品に関する知識の教授，セミナーの企
画・運営又は開催，エステティックに関するセミナーの企画・開催，美容・理容に関するセミ
ナーの企画・運営又は開催
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究 機械器具に関する試験又は研究
【05】カプセル状のサプリメント，黒酢及びきのこ抽出物を主原料とする液状の加工食品
【32】黒酢を使用した清涼飲料，その他の清涼飲料
【30】コーヒー及びココア，茶
【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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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,36,37,42

121

122

123

ご存知ですか？

清心水

富士山泉

124

卵酢

125

ＢＬＡＣＫＢＬＡＣＫ

126

速攻刺激

127

カムイ乙女

通常:
標準

通常

通常

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

指定商品・役務

32

【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
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
【36】建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，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
【32】ミネラルウォーター，飲料水

32

【32】ミネラルウォーター

32

【32】卵及び酢を主原料とする清涼飲料・果実飲料・乳清飲料

05,32

【05】サプリメント
【32】清涼飲料

05,32

【05】サプリメント
【32】清涼飲料

29,30,31,32

【29】いちごの冷凍果実，いちごジャム，いちごのシロップ漬け，いちごを主原料とするペー
スト状の加工食品
【30】いちごを主原料とする菓子，いちごのゼリー，いちごのアイスクリーム，いちごの
シャーベット
【31】大粒で果肉が硬く糖度の高い種類のいちご

2012/10/2 2012-083667 株式会社ブレーン・ストーミング社

2012/10/2 2012-084092 ユーテック株式会社

2012/10/5 2012-084437 株式会社スリーエー

2012/10/3 2012-084449 有限会社 松本ファーム

2012/10/4 2012-084460 ロッテ健康産業株式会社
2012/10/4 2012-084461 ロッテ健康産業株式会社
2012/10/4 2012-084475 竹澤 守

※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）2012.09.30～2012.10.06.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

128

図形商標

通常

2012/10/6 2012-084882 株式会社エモテント

35,43

129

美しく元気な日本＼Ｆｉｎｅ ｂｅａｕ
通常
ｔｉｆｌ ｊａｐａｎ

2012/10/6 2012-084890 星 孝一

35,43

130

「美肌快調」ウェストクィ～ン

通常

2012/10/6 2012-084891 星 孝一

※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】乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，加工野菜及び加工果実
【30】茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，ハンバーガー，ピザ，穀物の加
工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜
及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及び
パンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【35】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
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
の作成又は監査若しく情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，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，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，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・手動工具の小売又は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，３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
【35】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
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
の作成又は監査若しくは証明，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，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，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・手動工具の小売又は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，３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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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

131

§元気ホルモン＼たくましい男 通常

2012/10/6 2012-084892 星 孝一

35,43

132

§うまい ばかり じゃない∞元
祖印＼美味しいだけ じゃない 通常
パワー

2012/10/6 2012-084893 星 孝一

※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，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
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
の作成又は監査若しくは証明，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，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，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・手動工具の小売又は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】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
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
の作成又は監査若しくは証明，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，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，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・手動工具の小売又は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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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

133

日本福祉事業サポート

通常

2012/10/4 2012-084915 セトローク株式会社

35,43

134

§もっと がイイね∞ならばこ
れ！∞得々印

通常

2012/10/6 2012-084940 星 孝一

135

リパソール

通常:
標準

2012/10/4 2012-084944 株式会社エイチビー

※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。

05,32

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，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
【35】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
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
の作成又は監査若しくは証明，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，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，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・手動工具の小売又は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
【05】肝臓水解物を主原料としたビタミンＢ類を配合した薬剤
【32】清涼飲料，肝臓水解物を加味した清涼飲料，アミノ酸を加味した清涼飲料，ビタミン
類を加味した清涼飲料，オルニチンを加味した清涼飲料，クルクミンを加味した清涼飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.09.30～2012.10.06.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

136

ＭＡＸＩＭＥ ＳＩＭＯＥＮＳ

マド
プロ:
通常

2012/10/3 2012-360290 ＳＩＭＯＥＮＳ Ｍａｘｉｍｅ－Ｈｅｒｖe

32
137

ＫＥＲＩＳＡＣ

マド
プロ:
通常

2012/10/3 2012-360301

ＥＴＡＢＬＩＳＳＥＭＥＮＴＳ ＧＵＩＬＬＥＴ
ＦＲＥＲＥＳ－ＣＩＤＲＥＳ ＫＥＲＩＳＡＣ

29,30,31,32

138

Ｐａｌａｒｉｃｈ

マド
プロ:
通常

2012/10/1 2012-361062

ＪＩＡＮＧＳＵ ＰＡＬＡＲＩＣＨ ＣＯ．， Ｌ
ＴＤ．

29
139

Ａｃｔｉｍｅｌ

マド
プロ:
通常

2012/10/4 2012-361137

ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ ＧＥＲＶＡＩＳ ＤＡＮ
ＯＮＥ

29
マド
プロ:
通常

140

2012/10/4 2012-361253

ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ ＧＥＲＶＡＩＳ ＤＡＮ
ＯＮＥ

29
141

§Ａｃｔｉｍｅｌ

マド
プロ:
通常

2012/10/4 2012-361254

※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。

ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ ＧＥＲＶＡＩＳ ＤＡＮ
ＯＮＥ

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

指定商品・役務
【35】Wholesale or retail sale, including by electronic means, of clothing, lingerie, footwear
and hats, perfumery, cosmetics, scented candles, optical goods, umbrellas, items of
jewelry and timepieces, leather goods, stationery articles, articles for writing and drawing,
articles for furnishing, mirrors, frames, accessories for interior and exterior decoration,
crockery, articles for lighting, table, bed and household linen, articles for smokers;
presentation of goods on communication media, for retail purposes; shop window
dressing; bringing together for others a variety of goods (excluding the transportation
thereof) enabling customers to conveniently view and purchase them via retail or
wholesale stores, mail order catalogs or by electronic means .
【35】被服，婦人用肌着類，履物及び帽子，香料、薫料及び香水類，化粧品，香料入りの
ろうそく，光学製品，傘，宝飾品及び計時用具，革製品，文房具類，筆記用具及び製図用
具，調度用品，鏡・枠，室内装飾用及び屋外装飾用のアクセサリー，陶磁器，照明用品，
食卓，ベッド用及び家庭用のリネン製品，喫煙用品の卸売又は小売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供（電子的手段による場合を含む。），販売を目的とした、各
【32】Alcoholic beverages, namely liqueurs, spirits, cider-based alcoholic aperitifs; apple
liquor (cider brandy); mixtures of alcoholic beverages, ready-to-serve alcoholic cocktails,
brandies, alcoholic extracts, alcoholic fruit extracts, cider-based alcoholic essences,
ciders.
【32】アルコール飲料、すなわちリキュール，スピリッツ，シードルをベースとするアルコー
ル入り食前酒，りんご酒（シードルブランデー），アルコール飲料の混合物，すぐに給仕で
きるアルコール入りカクテル，ブランデー，アルコールエキス，アルコール分を含む果実エ
キス，シードルベースのアルコールエッセンス，シードル
【29】Preserved and dried meat and fish; vegetables, tinned (canned); fruit chips;
preserved, dried vegetables; powdered eggs; milk beverages [milk predominating];
vegetable salads; jellies for food; processed melon seeds; dried mushrooms; fruit-based
snacks; vegetable-based snacks; vegetable soup preparations; vegetable juices for
cooking.
【30】Coffee drinks; tea drinks; fruit jellies [confectionery]; nutrition cream for human
consumption [not for medical purposes]; muesli; convenience rice; couscous [semolina];
instant noodles; rice crackers; soya bean milk; potato flour for food; ice cream; infusions,
not medicinal.
【31】Maize; peppers [plants]; live animals; fruit (dates, fresh); vegetables, fresh; plant
seeds; fruit residue [marc]; pet food; malt for brewing and distilling; products for animal
litter.
【29】Milk, powdered milk, flavored gelled milk and buttermilk; dairy products, namely milk
desserts, yogurts, drinking yogurts, cottage cheese, "petit-suisse" yogurts; beverages
mainly consisting of milk or milk products, milk beverages, milk beverages containing
fruits; plain or flavored fermented dairy products.
【29】牛乳，粉乳，風味付けしたゲル状のミルク及びバターミルク，酪農製品、すなわち牛
乳入りデザート，ヨーグルト，ヨーグルト飲料，カッテージチーズ，フランス産フレッシュチー
ズを使ったヨーグルト，主に牛乳又は乳製品からなる飲料，乳飲料，果実を含む乳飲料，
味付けされていない又は味付きの発酵乳製品
【29】Milk, powdered milk, flavored jellified milk and buttermilk; dairy products, namely
dairy desserts, yogurts, drinking yogurts, white cheese, "petit suisse" cheese; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages (milk predominating), milk
beverages containing fruits; flavored or unflavored fermented dairy products.
【29】牛乳，粉乳，味付きのゼリー状の牛乳及びバターミルク，酪農製品、すなわち乳製品
のデザート，ヨーグルト，ヨーグルト飲料，白チーズ，小さいスイスチーズ，主として牛乳又
は乳製品からなる飲料，乳飲料（ミルクを主成分とするもの），果実を含む乳飲料，味付き
の又は味付けされていない発酵乳製品
【29】Milk, powdered milk, flavored jellified milk and buttermilk; dairy products, namely
dairy desserts, yogurts, drinking yogurts, white cheese, "petit suisse" cheese; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages (milk predominating), milk
beverages containing fruits; flavored or unflavored fermented dairy products.
【29】牛乳，粉乳，味付きのゼリー状の牛乳及びバターミルク，酪農製品、すなわち乳製品
のデザート，ヨーグルト，ヨーグルト飲料，白チーズ，小さいスイスチーズ，主として牛乳又
は乳製品からなる飲料，乳飲料（ミルクを主成分とするもの），果実を含む乳飲料，味付き
の又は味付けされていない発酵乳製品
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32,33,35,41
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ｅａｓｙ ｐｕｒｃｈａｓｅ

マド
プロ:
通常

2012/10/2 2013-350071 Ｍｏeｔ Ｈｅｎｎｅｓｓｙ

29
143

144

145

マド
￠ＰＥＲＵ ＦＯＯＤ∞ＴＨＥ ＢＥ
プロ:
ＳＴ ＰＲＯＤＵＣＴＳ
通常

Ｇａｎｃｉａ

ＬＥＯＮＥＳＳＡ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

2012/10/5 2013-350409 ＰＥＲU ＦＯＯＤ ＩＭＰＯＲＴＳ ＩＮＣ．

2012/10/4 2013-350414

32,33

【32】Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
【33】Alcoholic beverages (except beers).
【32】ビール，ミネラルウォーター，炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料，果
実飲料，シロップその他の飲料製造用調製品
【33】アルコール飲料（ビールを除く）

29,31

【29】Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
【31】Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt.
【29】食肉，魚，家禽肉及び食用鳥獣肉，肉エキス，保存処理，乾燥処理及び調理をした
果実及び野菜，ゼリー，ジャム，コンポート，卵，ミルク及び乳製品，食用油脂
【31】農業，園芸及び林業の生産物並びに穀物であって他の類に属しないもの，生きてい
る動物，生鮮の果実及び野菜，種子，自然の植物及び花，飼料，麦芽
【29】Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
【30】Meals and flours for bread-making; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
【31】Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.
【32】Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
＊＊Delete from list:

Ｆ．ＬＬＩ ＧＡＮＣＩＡ ＆ Ｃ． Ｓ．ｐ．
Ａ．

ＣＡＳＥＡＲＩＡ ＢＲＥＳＣＩＡＮＡ ＣＡ．
ＢＲＥ． ＳＯＣＩＥＴＡ’ ＣＯＯＰＥＲＡＴ
2012/10/2 2013-350435
ＩＶＡ ＡＧＲＩＣＯＬＡ （ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ
ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ ｓｏｃｉｅｔｙ）
29,30,31,32
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Ｉｔａｌｍｉｌｌ

マド
プロ:
通常

2012/10/2 2013-350841 ＩＴＡＬＭＩＬＬ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

※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】Beers; mineral and carbonated waters and other non-alcoholic beverages; fruit
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
【33】Alcoholic beverages (except beers).
【35】Services for subscribing to telecommunication services for others, advising on the
organization and management of businesses, business information, business management
consulting, presentation of goods on any communication medium for retailing, product
demonstration, updating of advertising material.
【41】Provision of online electronic publications, not downloadable, drafting of texts other
than advertising texts, publication of texts other than advertising texts, entertainment
information.
【32】ビール，ミネラルウォーター・炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料，果
実飲料，シロップその他の飲料製造用調製品
【33】アルコール飲料（ビールを除く）
【35】電気通信に関する役務への加入契約の取次ぎ（他人のためのこと），事業の運営及
び管理に関する助言，事業に関する情報の提供，事業の管理に関する指導及び助言，小
売のためのあらゆる通信媒体上での商品の紹介，製品の実演，広告物の更新
【41】オンラインによる電子出版物（ダウンロードできないもの）の提供，テキスト（広告物を
【29】Frozen vegetables, namely, red hot pepper, white corn cob, olluco slices, yellow
potatoes, escabeche hot yellow pepper, and white corn.
【29】冷凍野菜、すなわちとうがらし，丸ごとの白とうもろこし，スライスしたオルコ，イエロー
ポテト，エスカベーシュ用黄色唐辛子，白とうもろこし
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