
商標の種類
弊所弁理士が代理した商標登録公報の一部です。

※権利者から登録公報利用の承諾を得ております。
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※当初は「プライベートモデル」　の略として考えられた。
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成１６年１２月２８日（２００４．１２．２８）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第４８２１２０２号（Ｔ４８２１２０２）
（１５１）【登録日】平成１６年１１月２６日（２００４．１１．２６）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１６類  事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷
機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具
，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキ
ング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フ
ィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚
用水槽及びその附属品，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，荷札，
印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【国際分類第８版】
（２１０）【出願番号】商願２００４－３９６６７（Ｔ２００４－３９６６７）
（２２０）【出願日】平成１６年４月２６日（２００４．４．２６）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９７０１７４７８
【氏名又は名称】株式会社扶桑社
【住所又は居所】東京都港区海岸１丁目１５番１号
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０４１６５８３４
【氏名又は名称】有限会社みうらじゅん事務所
【住所又は居所】東京都渋谷区代々木四丁目２７番２９－２０４号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１３年改正
【審査官】野上　サトル
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２７年２月１７日（２０１５．２．１７）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５７３４０６９号（Ｔ５７３４０６９）
（１５１）【登録日】平成２７年１月１６日（２０１５．１．１６）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３８類  ラジオ放送，放送，電気通信（「放送」を除く。），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
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１４－７３４７０（Ｔ２０１４－７３４７０）
（２２０）【出願日】平成２６年９月１日（２０１４．９．１）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５９１０４７５２３
【氏名又は名称】株式会社ニッポン放送
【住所又は居所】東京都千代田区有楽町１丁目９番３号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】旦　克昌
（５６１）【称呼（参考情報）】ニッポンホーソーエフエムキュージューサン、ニッポンホーソーエフエムキュ
ーサン、ニッポンホーソー
【検索用文字商標（参考情報）】ニッポン放送ＦＭ９３
【類似群コード（参考情報）】
  第３８類  ３８Ａ０１、３８Ｂ０１、３８Ｃ０１、３８Ｄ０１
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２３年６月２８日（２０１１．６．２８）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５４１４７６０号（Ｔ５４１４７６０）
（１５１）【登録日】平成２３年５月２７日（２０１１．５．２７）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第４１類  映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，コンサートの企画又は運営，映画の上映
・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，インターネットによる映画の上映・演芸の上
演・演劇の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供，映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又は音楽の演奏に関
する情報の提供，音楽・映像を録音・録画した記録媒体の原盤の制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。
），教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），コンサート・イ
ベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供，興行場の座席の手配
，ライブ・コンサートに係る放送番組の制作とその企画及びそれらに関する情報の提供，放送番組の制作
【国際分類第９版】
（２１０）【出願番号】商願２０１０－４６９９４（Ｔ２０１０－４６９９４）
（２２０）【出願日】平成２２年６月１４日（２０１０．６．１４）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５１０１６４５６６
【氏名又は名称】株式会社キューブ
【住所又は居所】東京都渋谷区東三丁目２５番１０号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１４６２１５
【弁理士】
【氏名又は名称】山下　彰子
【法区分】平成１８年改正
【審査官】石井　恵美子
（５６１）【称呼（参考情報）】イキモノガカリ
【検索用文字商標（参考情報）】いきものがかり
【類似群コード（参考情報）】
  第４１類  ４１Ｅ０１、４１Ｅ０２、４１Ｅ０３、４１Ｅ０４、４１Ｅ０５、４１Ｌ０１
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メンバー３名から承諾書を頂き特許庁に提出しました。
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２６年１１月４日（２０１４．１１．４）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５７０６９２６号（Ｔ５７０６９２６）
（１５１）【登録日】平成２６年１０月３日（２０１４．１０．３）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１６類  新聞，雑誌，印刷物，クーポン券（印刷物），クーポンブック，文房具類，紙類，書画，写真，写
真立て，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，あて名印刷機，印字用インクリ
ボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ステープラ，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，
チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，装
飾塗工用ブラシ，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，紙製ごみ収集用袋，プ
ラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブ
ルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（「おもちゃ」を除く。）
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１４－１１３８５（Ｔ２０１４－１１３８５）
（２２０）【出願日】平成２６年２月１７日（２０１４．２．１７）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９７０４１５７６
【氏名又は名称】株式会社産業経済新聞社
【住所又は居所】東京都千代田区大手町１丁目７番２号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】椎名　実
（５６１）【称呼（参考情報）】サンスポケーバウマオー、サンスポケーババオー、サンスポケーバマオー、サ
ンスポケーバ、サンスポ、ウマオー、バオー、マオー
【検索用文字商標（参考情報）】サンスポ競馬馬王
【類似群コード（参考情報）】
  第１６類  ０１Ａ０２、０５Ｄ０１、０９Ａ１１、０９Ｄ０１、０９Ｇ５６、１３Ｂ０４、１８Ｃ０４、１８
Ｃ０９、１９Ａ０５、１９Ａ０６、１９Ｂ０３、１９Ｂ２２、１９Ｂ３８、１９Ｂ４６、１９Ｂ４７、２５Ａ０
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２５年６月１１日（２０１３．６．１１）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５５７９３０３号（Ｔ５５７９３０３）
（１５１）【登録日】平成２５年５月２日（２０１３．５．２）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第４１類  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。），技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，放送
番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），映画・
演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上
演，音楽の演奏，スポーツの興行の企画・運営又は開催，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開
催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，図書及び記録の供覧
【国際分類第９版】
（２１０）【出願番号】商願２０１２－１２６７８（Ｔ２０１２－１２６７８）
（２２０）【出願日】平成２３年８月２日（２０１１．８．２）
（６４１）【分割の表示】商願２０１１－５４８３１（Ｔ２０１１－５４８３１）の分割
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９７０１７４７８
【氏名又は名称】株式会社扶桑社
【住所又は居所】東京都港区海岸１丁目１５番１号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１４６２１５
【弁理士】
【氏名又は名称】山下　彰子
【法区分】平成１８年改正
【審査官】橋本　浩子
（５６１）【称呼（参考情報）】スパ、エスピイエイ
【検索用文字商標（参考情報）】ＳＰＡ！
【類似群コード（参考情報）】
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２３年６月７日（２０１１．６．７）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５４０９９７１号（Ｔ５４０９９７１）
（１５１）【登録日】平成２３年４月２８日（２０１１．４．２８）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１６類  印刷物，文房具類，紙類，写真，写真立て，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラス
チック製ごみ収集用袋，プラスチック製買い物用袋，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機
，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版
，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機
【国際分類第９版】
（２１０）【出願番号】商願２０１０－９８７８９（Ｔ２０１０－９８７８９）
（２２０）【出願日】平成２２年１２月２０日（２０１０．１２．２０）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９９０１６００８
【氏名又は名称】株式会社ビーエスフジ
【住所又は居所】東京都港区台場２丁目４番８号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１４６２１５
【弁理士】
【氏名又は名称】山下　彰子
【法区分】平成１８年改正
【審査官】鈴木　斎
（５６１）【称呼（参考情報）】ビイエスフジ、フジ
【検索用文字商標（参考情報）】ＢＳフジ
【類似群コード（参考情報）】
  第１６類  ０９Ｄ０１、１９Ａ０５、１９Ｂ９９、２５Ａ０１、２５Ｂ０１、２６Ａ０１、２６Ｄ０１

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２８年１月５日（２０１６．１．５）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５８０９５３４号（Ｔ５８０９５３４）
（１５１）【登録日】平成２７年１１月２７日（２０１５．１１．２７）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第４４類  エステティック美容，その他の美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック
，きゅう，柔道整復，はり，入浴施設の提供，庭園樹の植樹，庭園又は花壇の手入れ，肥料の散布，雑草の防除
，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業
，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，動物の美容，介護，植木の貸与，農業用機械器具の貸与，医療
用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１５－２６４５１（Ｔ２０１５－２６４５１）
（２２０）【出願日】平成２７年３月２３日（２０１５．３．２３）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０４３２２７０３
【氏名又は名称】株式会社ソシエ・ワールド
【住所又は居所】東京都渋谷区代々木一丁目１２番８号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】豊瀬　京太郎
（５６１）【称呼（参考情報）】ソシエ
【検索用文字商標（参考情報）】ＳＯＣＩＥ
【類似群コード（参考情報）】
  第４４類  ４２Ｃ０１、４２Ｄ０１、４２Ｌ０１、４２Ｍ０１、４２Ｍ０２、４２Ｖ０１、４２Ｖ０２、４２
Ｖ０３、４２Ｖ０４、４２Ｗ０２、４２Ｘ０３、４２Ｘ０５、４２Ｘ０９、４２Ｘ１７、４２Ｘ２３、４２Ｘ２
６

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



文字商標
（ローマ字とカタカナの二段）

勉強会資料 特許業務法人井澤国際特許事務所



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２７年２月１７日（２０１５．２．１７）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５７３４０６７号（Ｔ５７３４０６７）
（１５１）【登録日】平成２７年１月１６日（２０１５．１．１６）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３８類  ラジオ放送，放送，電気通信（「放送」を除く。），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
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１４－７３４６０（Ｔ２０１４－７３４６０）
（２２０）【出願日】平成２６年９月１日（２０１４．９．１）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５９１０４７５２３
【氏名又は名称】株式会社ニッポン放送
【住所又は居所】東京都千代田区有楽町１丁目９番３号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】旦　克昌
（５６１）【称呼（参考情報）】エフエムキュージューサン、エフエムキューサン
【検索用文字商標（参考情報）】ＦＭ９３、エフエム９３
【類似群コード（参考情報）】
  第３８類  ３８Ａ０１、３８Ｂ０１、３８Ｃ０１、３８Ｄ０１

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２６年７月１日（２０１４．７．１）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５６７３６１２号（Ｔ５６７３６１２）
（１５１）【登録日】平成２６年５月３０日（２０１４．５．３０）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１６類  印刷物，文房具類，紙類，書画，写真，写真立て，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，
印刷用インテル，活字，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ステープラ，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，
郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，装飾塗工用ブラシ，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，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製
のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷し
たくじ（「おもちゃ」を除く。）
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１３－７２０２３（Ｔ２０１３－７２０２３）
（２２０）【出願日】平成２５年９月１３日（２０１３．９．１３）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９７０２９３０１
【氏名又は名称】株式会社サンケイリビング新聞社
【住所又は居所】東京都千代田区紀尾井町３番２３号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】藤村　浩二
（５６１）【称呼（参考情報）】トイワングランプリ、トイイチグランプリ、トイワン、トイイチ、トイ、テイ
オオワイ、グランプリ
【検索用文字商標（参考情報）】ＴＯＹ－１グランプリ、トイワングランプリ
【類似群コード（参考情報）】
  第１６類  ０１Ａ０２、０５Ｄ０１、０９Ａ１１、０９Ｄ０１、０９Ｇ５６、１３Ｂ０４、１８Ｃ０４、１８

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２６年４月８日（２０１４．４．８）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５６５４４２９号（Ｔ５６５４４２９）
（１５１）【登録日】平成２６年３月７日（２０１４．３．７）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１０類  医療用機械器具，業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，耳かき，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，睡眠用耳栓，防音用耳栓
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１３－７９０６４（Ｔ２０１３－７９０６４）
（２２０）【出願日】平成２５年１０月９日（２０１３．１０．９）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５９２１４５０２８
【氏名又は名称】中山式産業株式会社
【住所又は居所】東京都荒川区南千住６丁目５６番１０号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】水落　洋
（５６１）【称呼（参考情報）】マグジュエリー
【検索用文字商標（参考情報）】ＭＡＧＪＥＷＥＬＲＹ、マグジュエリ－
【類似群コード（参考情報）】
  第１０類  ０１Ｃ０１、０１Ｃ０４、０９Ｅ２５、１０Ｄ０１、１０Ｄ０２、１１Ａ０８、１７Ａ０９、２１
Ｆ０１

kan izawa
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kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２８年３月１５日（２０１６．３．１５）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５８２５９６２号（Ｔ５８２５９６２）
（１５１）【登録日】平成２８年２月１２日（２０１６．２．１２）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第４１類  酒類・食に関するイベントの企画・運営又は開催，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。），酒類に
関するセミナーの企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，酒類に関する知識の教授，技芸・スポ
ーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，当せん金付証票の発売，献体に関
する情報の提供，献体の手配，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧
，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上
演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・
放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送
番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，競馬の企画・運営又は開催
，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施
設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テ
レビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープ
の貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の
貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１５－３７８６８（Ｔ２０１５－３７８６８）
（２２０）【出願日】平成２７年４月１７日（２０１５．４．１７）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９９０６３７１４
【氏名又は名称】株式会社モトックス
【住所又は居所】大阪府東大阪市小阪本町１丁目６番２０号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】

kan izawa
ハイライト表示
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図形商標

勉強会資料 特許業務法人井澤国際特許事務所



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成１９年１月３０日（２００７．１．３０）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５０１３１５６号（Ｔ５０１３１５６）
（１５１）【登録日】平成１８年１２月２２日（２００６．１２．２２）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３８類  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
【国際分類第８版】
（２１０）【出願番号】商願２００６－５１４２２（Ｔ２００６－５１４２２）
（２２０）【出願日】平成１８年６月２日（２００６．６．２）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】０００１３６４６８
【氏名又は名称】株式会社フジテレビジョン
【住所又は居所】東京都港区台場２丁目４番８号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１３年改正
【審査官】蛭川　一治
【類似群コード（参考情報）】
  第３８類  ３８Ａ０１、３８Ｂ０１、３８Ｃ０１、３８Ｄ０１
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】２．９．４；２６．１．１．１；２６．１．４；２６．１１．３；２
６．１１．７；２６．１１．１２

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２３年３月１５日（２０１１．３．１５）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５３９０３４０号（Ｔ５３９０３４０）
（１５１）【登録日】平成２３年２月１０日（２０１１．２．１０）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第２５類  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
【国際分類第９版】
（２１０）【出願番号】商願２０１０－７７７６４（Ｔ２０１０－７７７６４）
（２２０）【出願日】平成２２年１０月５日（２０１０．１０．５）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０９２５４２４７
【氏名又は名称】株式会社マンモス
【住所又は居所】東京都世田谷区北沢３丁目３０番２号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１４６２１５
【弁理士】
【氏名又は名称】山下　彰子
【法区分】平成１８年改正
【審査官】半田　正人
【類似群コード（参考情報）】
  第２５類  １７Ａ０１、１７Ａ０２、１７Ａ０３、１７Ａ０４、１７Ａ０７、２１Ａ０１、２２Ａ０１、２２
Ａ０２、２２Ａ０３、２４Ａ０３、２４Ｃ０１、２４Ｃ０２

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成１６年５月２５日（２００４．５．２５）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第４７６５４８２号（Ｔ４７６５４８２）
（１５１）【登録日】平成１６年４月１６日（２００４．４．１６）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１５類  調律機，楽器，演奏補助品，音さ
【国際分類第８版】
（２１０）【出願番号】商願２００３－７４１５０（Ｔ２００３－７４１５０）
（２２０）【出願日】平成１５年８月２８日（２００３．８．２８）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９１０２８９０４
【氏名又は名称】株式会社神田商会
【住所又は居所】東京都千代田区神田鍛冶町３丁目４番地２
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
タイプライターテキスト

kan izawa
タイプライターテキスト

kan izawa
タイプライターテキスト
※布袋寅泰さんも愛用のZEMAITISギター

kan izawa
タイプライターテキスト



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成１８年４月４日（２００６．４．４）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第４９３３９７７号（Ｔ４９３３９７７）
（１５１）【登録日】平成１８年３月３日（２００６．３．３）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１５類  電気ギター
【国際分類第８版】
（２１０）【出願番号】商願２００５－１４７５６（Ｔ２００５－１４７５６）
（２２０）【出願日】平成１７年２月２２日（２００５．２．２２）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９１０２８９０４
【氏名又は名称】株式会社神田商会
【住所又は居所】東京都千代田区神田鍛冶町３丁目４番地２
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】



【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１３年改正
【審査官】佐藤　達夫
【類似群コード（参考情報）】
  第１５類  ２４Ｅ０１
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】２２．１．１５

(2)                       商標公報４９３３９７７
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ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２７年１１月２４日（２０１５．１１．２４）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５８０１７２４号（Ｔ５８０１７２４）
（１５１）【登録日】平成２７年１０月２３日（２０１５．１０．２３）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第９類  眼鏡，眼鏡ケース，サングラス，サングラスケース，携帯電話機用ストラップ，スマートフォン・携
帯電話機用カバー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，レコード，録音済み又は録画済みのＣ
Ｄ－ＲＯＭ・ＤＶＤ（デジタルバーサタイルディスク），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，
水泳用耳栓，潜水用耳栓，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，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，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子
回路及びＣＤ－ＲＯＭ，運動用保護ヘルメット，ウエイトベルト，エアタンク，レギュレーター，メトロノーム
，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電気又は電子楽器用フェイザー
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１５－２４３７８（Ｔ２０１５－２４３７８）
（２２０）【出願日】平成２７年３月１８日（２０１５．３．１８）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０９２５４２４７
【氏名又は名称】株式会社マンモス
【住所又は居所】東京都世田谷区北沢一丁目３４番１９号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵

kan izawa
ハイライト表示



（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】鈴木　斎
【類似群コード（参考情報）】
  第９類  ０１Ｃ０４、０９Ａ０６、０９Ａ４５、０９Ｄ０１、０９Ｅ２６、０９Ｇ０１、０９Ｇ０２、０９Ｇ
０４、０９Ｇ０５、０９Ｇ０６、０９Ｇ０７、０９Ｇ５１、０９Ｇ５３、０９Ｇ６４、０９Ｇ６５、１０Ａ０１
、１０Ｂ０１、１０Ｃ０１、１１Ａ０１、１１Ａ０３、１１Ａ０４、１１Ａ０５、１１Ｂ０１、１１Ｃ０１、１
１Ｃ０２、１１Ｄ０１、１２Ａ０１、１２Ａ０３、１２Ａ０５、１７Ａ０５、１７Ａ０６、１７Ａ０８、２３Ｂ
０１、２４Ａ０１、２４Ｃ０１、２４Ｃ０４、２４Ｅ０１、２４Ｅ０２、２６Ａ０１、２６Ｄ０１
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】３．５．１；３．５．２０

(2)                       商標公報５８０１７２４
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ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２８年１月５日（２０１６．１．５）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５８０９６７２号（Ｔ５８０９６７２）
（１５１）【登録日】平成２７年１１月２７日（２０１５．１１．２７）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第２５類  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
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１５－５９２６２（Ｔ２０１５－５９２６２）
（２２０）【出願日】平成２７年６月２３日（２０１５．６．２３）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９００２２９６５
【氏名又は名称】株式會社エトワール海渡
【住所又は居所】東京都中央区日本橋馬喰町１－７－１６
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】高橋　謙司
【類似群コード（参考情報）】
  第２５類  １７Ａ０１、１７Ａ０２、１７Ａ０３、１７Ａ０４、１７Ａ０７、２１Ａ０１、２２Ａ０１、２２

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２５年１２月１０日（２０１３．１２．１０）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５６２８３９３号（Ｔ５６２８３９３）
（１５１）【登録日】平成２５年１１月８日（２０１３．１１．８）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３７類  マンホール鉄蓋・鉄枠の設置・取替え・嵩上げの工事・アンカー設置工事その他のマンホール工事
を含む建設工事，マンホール用蓋その他の地下構造物用蓋の保守・点検・修理，建築工事に関する助言，建築設
備の運転・点検・整備，道路の清掃，金属加工機械器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，測定機
械器具の修理又は保守
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１３－３４２６４（Ｔ２０１３－３４２６４）
（２２０）【出願日】平成２５年５月８日（２０１３．５．８）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】０００２１４６９６
【氏名又は名称】長島鋳物株式会社
【住所又は居所】埼玉県川口市仲町２番１９号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】木村　一弘
（５６１）【称呼（参考情報）】エヌイチ、エヌ
【検索用文字商標（参考情報）】Ｎ
【類似群コード（参考情報）】
  第３７類  ３７Ａ０１、３７Ａ０２、３７Ａ０３、３７Ｄ０８、３７Ｄ１５、３７Ｄ２２、３７Ｇ０５
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】２６．４．４；２６．４．５；２６．１３．２５；２７．５．１．１
４；２７．５．８；２７．５．１２；２７．５．２１
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２１年８月１１日（２００９．８．１１）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５２４６９１３号（Ｔ５２４６９１３）
（１５１）【登録日】平成２１年７月１０日（２００９．７．１０）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３８類  テレビジョン放送，放送，報道をする者に対するニュースの供給，電気通信（放送を除く。），電
話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【国際分類第９版】
（２１０）【出願番号】商願２００８－８３２９６（Ｔ２００８－８３２９６）
（２２０）【出願日】平成２０年１０月１４日（２００８．１０．１４）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０８３３０６８５
【氏名又は名称】株式会社フジテレビジョン
【住所又は居所】東京都港区台場二丁目４番８号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１８年改正
【審査官】加園　英明
【類似群コード（参考情報）】
  第３８類  ３８Ａ０１、３８Ｂ０１、３８Ｃ０１、３８Ｄ０１
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】７．１．８；７．１．１２．２
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２３年１０月１１日（２０１１．１０．１１）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５４３７０９４号（Ｔ５４３７０９４）
（１５１）【登録日】平成２３年９月９日（２０１１．９．９）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３５類  広告，給与計算事務の代行，給与計算事務の請負，文書又は磁気テープのファイリング，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，書類の複製，飲食
料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，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
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図形商標+文字商標

勉強会資料 特許業務法人井澤国際特許事務所



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成１６年７月２７日（２００４．７．２７）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第４７８２１７３号（Ｔ４７８２１７３）
（１５１）【登録日】平成１６年６月２５日（２００４．６．２５）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第４１類  当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，
セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，コンピュータ通信ネットワークを利用
した電子書籍の提供・その他の電子出版物の提供，コンピュータ通信ネットワークによる音楽・画像・映像・ゲ
ームの提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，オンラインによるアニメーション
キャラクターに関する音声・画像の提供，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
，コンピュータ通信ネットワークによる映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の情報の提供，コンピュータグ
ラフィックスによる放送番組の制作，コンピュータグラフィックスを用いた映画の上映・制作又は配給・その他
の映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・
娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映
像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，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。），キャラクターに関する興行の企画及び運営，キャラクター
ショーの企画・運営又は開催に関する情報の提供，移動体電話・電子計算機端末などの情報通信端末による通信
を用いて行うキャラクターの画像の提供，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画
・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供
，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械
器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の
貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与
，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮
影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【国際分類第８版】
（２１０）【出願番号】商願２００３－７６６１９（Ｔ２００３－７６６１９）
（２２０）【出願日】平成１５年９月４日（２００３．９．４）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９７０１９３８０
【氏名又は名称】株式会社ポニーキャニオン
【住所又は居所】東京都港区虎ノ門２丁目５番１０号



（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１３年改正
【審査官】神田　忠雄
（５６１）【称呼（参考情報）】ポニーキャニオン、ポニー、キャニオン、カニオン
【検索用文字商標（参考情報）】ＰＯＮＹＣＡＮＹＯＮ
【類似群コード（参考情報）】
  第４１類  ３６Ｇ０１、４１Ａ０１、４１Ａ０２、４１Ａ０３、４１Ｂ０１、４１Ｃ０１、４１Ｃ０２、４１
Ｃ０３、４１Ｃ０４、４１Ｄ０１、４１Ｅ０１、４１Ｅ０２、４１Ｅ０３、４１Ｅ０４、４１Ｅ０５、４１Ｅ０
６、４１Ｅ０７、４１Ｆ０１、４１Ｆ０２、４１Ｆ０３、４１Ｆ０４、４１Ｆ０５、４１Ｆ０６、４１Ｇ０１、
４１Ｇ０２、４１Ｇ０３、４１Ｇ０４、４１Ｈ０１、４１Ｊ０１、４１Ｋ０１、４１Ｋ０２、４１Ｌ０１、４１
Ｍ０１、４１Ｍ０２、４１Ｍ０３、４１Ｍ０４、４１Ｍ０５、４１Ｍ０６、４１Ｍ０７、４１Ｍ０８、４１Ｍ０
９、４１Ｚ９９、４２Ｅ０１、４２Ｓ０１、４２Ｘ１５
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】１６．１．４；１６．１．１６；２６．１．１；２６．１．５；２６
．１．６

(2)                       商標公報４７８２１７３
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２５年１月２２日（２０１３．１．２２）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５５４２８０８号（Ｔ５５４２８０８）
（１５１）【登録日】平成２４年１２月１４日（２０１２．１２．１４）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３０類  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，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，
すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，即席菓子のもと
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１２－１０５４６（Ｔ２０１２－１０５４６）
（２２０）【出願日】平成２４年２月１５日（２０１２．２．１５）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０２１９６３２６
【氏名又は名称】高田　博雄
【住所又は居所】千葉県市川市八幡５丁目７番１７号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
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【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１４６２１５
【弁理士】
【氏名又は名称】山下　彰子
【法区分】平成２３年改正
【審査官】藤平　良二
（５６１）【称呼（参考情報）】オヨゲタイヤキクン、オヨゲタイヤキ、オヨゲ、タイヤキクン
【検索用文字商標（参考情報）】およげ！たいやきくん
【類似群コード（参考情報）】
  第３０類  ２９Ａ０１、２９Ｂ０１、３０Ａ０１、３１Ｄ０１、３２Ｆ０３、３２Ｆ０６、３２Ｆ０９
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】３．９．１；３．９．１０．９８；３．９．２５．１

(2)                       商標公報５５４２８０８
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２７年６月３０日（２０１５．６．３０）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５７６７７１０号（Ｔ５７６７７１０）
（１５１）【登録日】平成２７年５月２９日（２０１５．５．２９）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３０類  米，米みそ，米を加味したアイスクリームのもと，米菓，米の加工品，米を使用した弁当，米こう
じ，米を使用してなる即席菓子のもと，玄米から生成される米胚芽末・米胚芽油・米糠・米糠エキス・米糠油・
米糠蝋等を原材料として配合してなる食用グルテン，玄米茶，米を原料とした代用コーヒー，純米酢，米を用い
た調味料，玄米から生成される米胚芽末・米胚芽油・米糠・米糠エキス・米糠油・米糠蝋等を原材料として配合
してなる香辛料，米を原料とする日本酒の製造過程でできる酒かす，米を加味してなるパスタソース
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１４－７２３７２（Ｔ２０１４－７２３７２）
（２２０）【出願日】平成２６年８月２８日（２０１４．８．２８）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５００４３７８０９
【氏名又は名称】いるま野農業協同組合
【住所又は居所】埼玉県川越市今成二丁目２９番地４
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２６年２月１２日（２０１４．２．１２）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５６４１８０４号（Ｔ５６４１８０４）
（１５１）【登録日】平成２６年１月１０日（２０１４．１．１０）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１５類  調律機，楽器，演奏補助品，音さ
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１３－６１６１６（Ｔ２０１３－６１６１６）
（２２０）【出願日】平成２５年８月７日（２０１３．８．７）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９１０２８９０４
【氏名又は名称】株式会社神田商会
【住所又は居所】東京都千代田区神田鍛冶町三丁目４番地７
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】小田　明
（５６１）【称呼（参考情報）】ゼマイティス、ゼット
【検索用文字商標（参考情報）】Ｚ、ＺＥＭＡＩＴＩＳ
【類似群コード（参考情報）】
  第１５類  ０９Ｇ５２、２４Ｅ０１
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】２７．５．１．２６；２７．５．４；２７．５．２１

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２５年４月９日（２０１３．４．９）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５５６３４６７号（Ｔ５５６３４６７）
（１５１）【登録日】平成２５年３月８日（２０１３．３．８）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第２９類  長野県産の豚肉，長野県産の豚脂，長野県産の豚肉製品，長野県産の豚肉を主材料とするカレー・
シチュー又はスープのもと，長野県産の豚肉入りふりかけ，長野県産の豚肉とみそからなるなめ物
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１２－６５３１５（Ｔ２０１２－６５３１５）
（２２０）【出願日】平成２４年８月１０日（２０１２．８．１０）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９７０７５６５２
【氏名又は名称】株式会社マルイチ産商
【住所又は居所】長野県長野市市場３番地４８
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１４６２１５
【弁理士】
【氏名又は名称】山下　彰子
【法区分】平成２３年改正
【審査官】山根　まり子

kan izawa
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２６年１１月１８日（２０１４．１１．１８）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５７１０７８１号（Ｔ５７１０７８１）
（１５１）【登録日】平成２６年１０月１７日（２０１４．１０．１７）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】２
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３９類  企画旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又
は取次ぎ，鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，貨物の輸送の媒介，他人
の携帯品の一時預かり，配達物の一時預かり
  第４３類  宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，宿泊施設の提供，飲食物の提供，動物の宿泊施設の提供
，保育所における乳幼児の保育，高齢者用入所施設の提供（介護を伴うものを除く。），会議室の貸与
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１４－４５０２９（Ｔ２０１４－４５０２９）
（２２０）【出願日】平成２６年６月３日（２０１４．６．３）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５１４１３８７９８
【氏名又は名称】イージーエル　ツアーズ　カンパニー　リミテッド
【氏名又は名称原語表記】ＥＧＬ　Ｔｏｕｒｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ
【住所又は居所】ホンコン　カオルーン、クントン、ホンフウ　ロード　８３　イージーエルタワー　１５階
【住所又は居所原語表記】１５ｔｈ　Ｆｌｏｏｒ，ＥＧＬ　Ｔｏｗｅｒ，８３　Ｈｕｎｇ　Ｔｏ　Ｒｏａｄ　Ｋ
ｗｕｎ　Ｔｏｎｇ，Ｋｏｗｌｏｏｎ，Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】高橋　謙司
（５６１）【称呼（参考情報）】イイジイエルツアーズ、イイジイエル
【検索用文字商標（参考情報）】ＥＧＬ、ＴＯＵＲＳ
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kan izawa
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２６年９月１６日（２０１４．９．１６）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５６９４６２９号（Ｔ５６９４６２９）
（１５１）【登録日】平成２６年８月１５日（２０１４．８．１５）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】２
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３０類  香川県讃岐地方産のうどんの麺，香川県讃岐地方産のうどん用だし，香川県讃岐地方産の調理済み
うどん，香川県讃岐地方産の調理済み冷凍うどん
  第４３類  香川県讃岐地方産のうどんの提供
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１３－２１１９３（Ｔ２０１３－２１１９３）
（２２０）【出願日】平成２５年３月２５日（２０１３．３．２５）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５１３０７０１６３
【氏名又は名称】こんぴらや販売株式会社
【住所又は居所】香川県仲多度郡まんのう町東高篠１１４０番地２
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５８３７７
【弁理士】
【氏名又は名称】三谷　祥子
【法区分】平成２３年改正
【審査官】鈴木　雅也
（５６１）【称呼（参考情報）】コンピラヤサヌキウドンキョー、コンピラヤサヌキウドンゴー、コンピラヤ、
サヌキウドンキョー、サヌキウドンゴー、コンピラ
【検索用文字商標（参考情報）】ＫＯＮＰＩＲＡＹＡ、こんぴらや、さぬきうどん郷
【類似群コード（参考情報）】
  第３０類  ３１Ａ０２、３２Ｆ０３
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kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２１年１１月４日（２００９．１１．４）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５２６８９３０号（Ｔ５２６８９３０）
（１５１）【登録日】平成２１年１０月２日（２００９．１０．２）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第２８類  ボクシング用グローブ，サンドバッグ，パンチングボール，バンデイジ，マウスピース，ボクシン
グ用のヘッドギア，その他のボクシング用具，キックボクシング用具，空手防具，総合格闘技用具，その他の運
動用具，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），おもちゃ，人形，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，遊戯用器具，ビリヤード用具
【国際分類第９版】
（２１０）【出願番号】商願２００９－７７１６（Ｔ２００９－７７１６）
（２２０）【出願日】平成２１年２月５日（２００９．２．５）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９１０４８３９３
【氏名又は名称】株式会社ウイニング
【住所又は居所】東京都文京区千駄木３丁目４０番１４号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１８年改正
【審査官】平松　和雄
（５６１）【称呼（参考情報）】ウイニングファイティングスポーツワールド、ウイニング、ファイティングス
ポーツワールド
【検索用文字商標（参考情報）】ＳＩＮＣＥ１９３７、ＷＩＮＮＩＮＧ、ＦＩＧＨＴＩＮＧＳＰＯＲＴＳＷＯＲ
ＬＤ
【類似群コード（参考情報）】
  第２８類  ０９Ｇ５３、２４Ａ０１、２４Ｂ０１、２４Ｂ０２、２４Ｃ０１
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】２６．１．２；２６．１．３；２６．１．１０；２６．１．１７；２
６．１．１８；２６．３．１；２６．３．５；２６．１３．２５．９２；２７．５．１．２３；２７．５．８；
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２７．５．２１

(2)                       商標公報５２６８９３０



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２２年４月１３日（２０１０．４．１３）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５３０７４１０号（Ｔ５３０７４１０）
（１５１）【登録日】平成２２年３月１２日（２０１０．３．１２）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第９類  配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，ビデオ信号分配器，テレビジョン信号分配器，
アナログ信号分配器，デジタル信号分配器，携帯音楽プレイヤー専用充電器，携帯音楽プレイヤー専用ケース，
オーディオ及びビデオ機器・その部品及び附属品，携帯電話機の附属品及び部品，その他の電気通信機械器具，
コンピュータ及びデータ処理装置用周辺機器並びにその部品及び附属品，その他の電子応用機械器具及びその部
品，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電池，レコード，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，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
【国際分類第９版】
（２１０）【出願番号】商願２００８－９２５５９（Ｔ２００８－９２５５９）
（２２０）【出願日】平成２０年１１月１４日（２００８．１１．１４）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０７３６５５９２
【氏名又は名称】トリニティ株式会社
【住所又は居所】埼玉県新座市野火止４―１―１５―１００１
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１８年改正
【審査官】藤村　浩二
（５６１）【称呼（参考情報）】シンプリズム
【検索用文字商標（参考情報）】ＳＩＭＰＬＩＳＭ
【類似群コード（参考情報）】
  第９類  １０Ｂ０１、１１Ａ０１、１１Ａ０３、１１Ａ０５、１１Ｂ０１、１１Ｃ０１、２４Ｅ０１
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】２４．１３．１；２４．１７．５；２４．１７．９；２６．１３．２
５．４

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２１年８月２５日（２００９．８．２５）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５２５０９７０号（Ｔ５２５０９７０）
（１５１）【登録日】平成２１年７月２４日（２００９．７．２４）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３８類  テレビジョン放送，放送，報道をする者に対するニュースの供給，電気通信（放送を除く。），電
話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【国際分類第９版】
（２１０）【出願番号】商願２００８－９５３５５（Ｔ２００８－９５３５５）
（２２０）【出願日】平成２０年１１月２６日（２００８．１１．２６）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０８３３０６８５
【氏名又は名称】株式会社フジテレビジョン
【住所又は居所】東京都港区台場二丁目４番８号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１８年改正
【審査官】池田　光治
（５６１）【称呼（参考情報）】フジテレビワンツーネクスト、フジテレビ、フジ、ワンツーネクスト
【検索用文字商標（参考情報）】フジテレビ、ＯＮＥＴＷＯＮＥＸＴ
【類似群コード（参考情報）】
  第３８類  ３８Ａ０１、３８Ｂ０１、３８Ｃ０１、３８Ｄ０１
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】２．９．１４．１

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



図形商標（キャラクター）

勉強会資料 特許業務法人井澤国際特許事務所



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２７年１１月１７日（２０１５．１１．１７）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５８０００１８号（Ｔ５８０００１８）
（１５１）【登録日】平成２７年１０月１６日（２０１５．１０．１６）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３７類  ガス機器設置工事及び取外工事，ガス設備の点検・整備，暖冷房給湯装置の修理又は保守，吸収式
冷凍機の修理又は保守，家庭用ルームエアコンの修理又は保守，一般住宅の建築工事，住宅その他の建築物のリ
フォーム工事，住宅の修理・増改築工事の請負及びその媒介，建物及び居住設備の住宅用又は商業用の改築及び
改装工事，建物及び居住設備の住宅用又は商業用の改築及び改装工事に関する助言，高齢者向け住宅への増改築
工事，建設工事，ガス動力機械器具の修理又は保守，暖冷房装置・ガス湯沸かし器・加熱器の取付工事，ボイラ
ー・発電機・火災報知機の取付工事，発電機の修理又は保守，ガスボンベに関する修理又は保守，ガスステーシ
ョン用装置の修理又は保守，ガス貯蔵槽の清掃，ボイラーの修理又は保守，省エネ建物の建築工事に関する情報
の提供及びコンサルティング，マイコン制御器を組み込んだ安全装置付きガスメータの修理又は保守，遠隔監視
システムによる自動通報用通信装置の修理又は保守，電動機の修理又は保守，ガスコンロ・ガステーブル・ガス
オーブンの修理又は保守，風呂釜の修理又は保守，ガスストーブの修理又は保守，コージェネレーション機能を
備えた発電装置の修理又は保守，ユニットバスの修理又は保守，ガス式工業用炉の修理又は保守，家庭用ガス炊
飯器の修理又は保守，業務用炊飯器の修理又は保守，燃料電池発電装置の修理又は保守，熱供給装置の修理又は
保守，太陽光発電装置その他の省エネルギー設備・装置の設置工事・修理又は保守，建築工事に関する助言，建
築設備の運転・点検・整備，火災報知機の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，民生用電気機械器具の修
理又は保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修
理又は保守，業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又は保守，ガス湯沸かし器の修
理又は保守，加熱器の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１５－２７３３５（Ｔ２０１５－２７３３５）
（２２０）【出願日】平成２７年３月２５日（２０１５．３．２５）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３１５００４６４９
【氏名又は名称】東京ガスライフバル多摩中央株式会社
【住所又は居所】東京都立川市曙町三丁目６番１３号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９



【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】小俣　克巳
【類似群コード（参考情報）】
  第３７類  ３７Ａ０１、３７Ａ０２、３７Ａ０３、３７Ｄ０３、３７Ｄ０５、３７Ｄ０７、３７Ｄ１０、３７
Ｄ１１、３７Ｄ１２、３７Ｄ１３、３７Ｄ１５、３７Ｄ２４、３７Ｄ４１、３７Ｄ４２、３７Ｄ４４、３７Ｄ４
５、３７Ｄ５５、３７Ｄ９９、３７Ｅ０１、３７Ｅ０９、３７Ｅ１６、３７Ｇ０７
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】１．１５．５；１．１５．２５；３．５．１；３．５．２５．１；４
．５．１２．１；２９．１．１．２；２９．１．２．２；２９．１．６．４；２９．１．８．２；２９．１．１
１；２９．１．１５

(2)                       商標公報５８０００１８

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２６年７月１日（２０１４．７．１）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５６７３６３５号（Ｔ５６７３６３５）
（１５１）【登録日】平成２６年５月３０日（２０１４．５．３０）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第２８類  おもちゃ，人形，スキーワックス，愛玩動物用おもちゃ，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，釣り具，遊園地用機械器具，昆虫採
集用具
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１３－８０２３２（Ｔ２０１３－８０２３２）
（２２０）【出願日】平成２５年１０月１５日（２０１３．１０．１５）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９００２２９６５
【氏名又は名称】株式會社エトワール海渡
【住所又は居所】東京都中央区日本橋馬喰町１－７－１６
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成１８年８月１日（２００６．８．１）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第４９６５８２５号（Ｔ４９６５８２５）
（１５１）【登録日】平成１８年６月３０日（２００６．６．３０）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第２８類  スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，お
もちゃ，人形，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，遊戯用器具，ビリヤー
ド用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【国際分類第８版】
（２１０）【出願番号】商願２００５－１０４９２８（Ｔ２００５－１０４９２８）
（２２０）【出願日】平成１７年１１月８日（２００５．１１．８）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５９９１７５３１４
【氏名又は名称】株式会社ゆりかもめ
【住所又は居所】東京都江東区有明３丁目２２番地
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９



【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１３年改正
【審査官】加園　英明
（５６１）【称呼（参考情報）】ユリモ
【検索用文字商標（参考情報）】ゆりも
【類似群コード（参考情報）】
  第２８類  ０５Ｄ０１、０９Ｇ５３、１９Ｂ３３、２４Ａ０１、２４Ｂ０１、２４Ｂ０２、２４Ｃ０１、２４
Ｄ０１、２５Ｂ０２
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】４．５．１２．２；４．５．１５；２６．１．１；２６．１．３；２
６．１．５；２６．４．２；２６．４．５；２６．４．１６；２７．５．１．４０；２７．５．８；２７．５．
２１

(2)                       商標公報４９６５８２５



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成１８年１月１０日（２００６．１．１０）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第４９１１９４５号（Ｔ４９１１９４５）
（１５１）【登録日】平成１７年１２月２日（２００５．１２．２）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１６類  事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷
機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具
，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキ
ング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フ
ィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚
用水槽及びその附属品，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，荷札，
印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【国際分類第８版】
（２１０）【出願番号】商願２００５－２５９５４（Ｔ２００５－２５９５４）
（２２０）【出願日】平成１７年３月２４日（２００５．３．２４）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９７０２９３０１
【氏名又は名称】株式会社サンケイリビング新聞社
【住所又は居所】東京都千代田区紀尾井町３番２３号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１３年改正
【審査官】石井　千里
【類似群コード（参考情報）】
  第１６類  ０１Ａ０２、０５Ｄ０１、０９Ａ１１、０９Ｄ０１、０９Ｇ５６、１１Ａ０６、１３Ｂ０４、１７
Ａ０４、１８Ｃ０４、１９Ａ０５、１９Ｂ０３、１９Ｂ２２、１９Ｂ３３、１９Ｂ３８、１９Ｂ４６、１９Ｂ４
７、２０Ｃ０１、２５Ａ０１、２５Ｂ０１、２６Ａ０１、２６Ｂ０１、２６Ｄ０１
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】３．１３．２；３．１３．１８；３．１３．２３．９９；３．１３．
２５．１；４．５．５

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２４年９月１８日（２０１２．９．１８）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５５１４６０７号（Ｔ５５１４６０７）
（１５１）【登録日】平成２４年８月１７日（２０１２．８．１７）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第２８類  おもちゃ，人形，遊園地用機械器具，愛玩動物用おもちゃ，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，昆虫採集用具
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１２－１５０４４（Ｔ２０１２－１５０４４）
（２２０）【出願日】平成２４年２月２９日（２０１２．２．２９）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５１２０５２２１４
【氏名又は名称】株式会社チャックスグラフィート
【住所又は居所】東京都千代田区外神田四丁目１４番２－２９０１号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１４６２１５
【弁理士】
【氏名又は名称】山下　彰子
【法区分】平成２３年改正

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成１８年６月１３日（２００６．６．１３）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第４９５１１９０号（Ｔ４９５１１９０）
（１５１）【登録日】平成１８年５月１２日（２００６．５．１２）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１６類  事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷
機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具
，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキ
ング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フ
ィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚
用水槽及びその附属品，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，荷札，
印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【国際分類第８版】
（２１０）【出願番号】商願２００５－８９５８５（Ｔ２００５－８９５８５）
（２２０）【出願日】平成１７年９月２６日（２００５．９．２６）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９７０４１５７６
【氏名又は名称】株式会社産業経済新聞社
【住所又は居所】東京都千代田区大手町１丁目７番２号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１３年改正
【審査官】半田　正人
（５６１）【称呼（参考情報）】ウエーブクン、ウエーブ
【検索用文字商標（参考情報）】ウエ－ブ君
【類似群コード（参考情報）】
  第１６類  ０１Ａ０２、０５Ｄ０１、０９Ａ１１、０９Ｄ０１、０９Ｇ５６、１１Ａ０６、１３Ｂ０４、１７
Ａ０４、１８Ｃ０４、１９Ａ０５、１９Ｂ０３、１９Ｂ２２、１９Ｂ３３、１９Ｂ３８、１９Ｂ４６、１９Ｂ４
７、２０Ｃ０１、２５Ａ０１、２５Ｂ０１、２６Ａ０１、２６Ｂ０１、２６Ｄ０１
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】３．１．６．１；３．１．１６；４．５．１３．２；４．５．１５；

kan izawa
ハイライト表示
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立体商標

勉強会資料 特許業務法人井澤国際特許事務所



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２７年４月２１日（２０１５．４．２１）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５７５１３０９号（Ｔ５７５１３０９）
（１５１）【登録日】平成２７年３月２０日（２０１５．３．２０）
（５４０）【登録商標】



（５５４）【立体商標】
（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３８類  テレビジョン放送，その他の放送，電気通信（「放送」を除く。），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
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１４－８７６３１（Ｔ２０１４－８７６３１）
（２２０）【出願日】平成２６年１０月１７日（２０１４．１０．１７）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０８３３０６８５
【氏名又は名称】株式会社フジテレビジョン
【住所又は居所】東京都港区台場二丁目４番８号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵

(2)                       商標公報５７５１３０９

kan izawa
ハイライト表示



（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】安達　輝幸
【類似群コード（参考情報）】
  第３８類  ３８Ａ０１、３８Ｂ０１、３８Ｃ０１、３８Ｄ０１
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】７．１．８；７．１．１２．２；７．１．２５；２５．７．１；２５
．７．３；２５．７．２０；２５．７．２１；２６．４．１；２６．４．２；２６．４．８；２６．４．９；２
６．１１．３；２６．１１．７；２６．１１．８；２６．１１．１０

(3)                       商標公報５７５１３０９

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成１９年５月８日（２００７．５．８）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５０３７０９５号（Ｔ５０３７０９５）
（１５１）【登録日】平成１９年３月３０日（２００７．３．３０）
（５４０）【登録商標】



(2)                       商標公報５０３７０９５



（５５４）【立体商標】
（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１１類  湯たんぽ
【国際分類第８版】
（２１０）【出願番号】商願２００５－４８７３７（Ｔ２００５－４８７３７）
（２２０）【出願日】平成１７年６月１日（２００５．６．１）
【審判番号】不服２００６－３５３３（Ｔ２００６－３５３３／Ｊ１）
【審判請求日】平成１８年２月２７日（２００６．２．２７）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９７０３８８９７
【氏名又は名称】タンゲ化学工業株式会社
【住所又は居所】愛知県海部郡甚目寺町大字下萱津字新替９９８番地
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
【法区分】平成１３年改正
【審判長】【特許庁審判官】小林　和男
【特許庁審判官】海老名　友子
【特許庁審判官】橋本　浩子
（５６１）【称呼（参考情報）】タツユタンポ、タツ
【検索用文字商標（参考情報）】立つ湯たんぽ
【類似群コード（参考情報）】
  第１１類  １９Ｂ２８
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】１３．３．１；１９．３．３；１９．３．２５；１９．１３．１；１
９．１３．２５；１９．１９；２６．１．１；２６．１．１．１；２６．１．２；２６．１．２．１；２６．１
．３；２６．１．１２；２６．１．１８；２６．２．１；２６．４．２；２６．４．４；２６．４．６；２６．
４．９；２６．４．１２；２６．１１．３；２６．１１．８；２６．１１．１０；２６．１１．１２

(3)                       商標公報５０３７０９５

kan izawa
ハイライト表示



これも登録！？

勉強会資料 特許業務法人井澤国際特許事務所



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２５年２月１２日（２０１３．２．１２）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５５４８９７１号（Ｔ５５４８９７１）
（１５１）【登録日】平成２５年１月１１日（２０１３．１．１１）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第２９類  牛肉，鶏肉，豚肉，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，かす漬け肉，
乾燥肉，コロッケ，ソーセージ，肉の缶詰，肉のつくだに，肉の瓶詰，ハム，ベーコン，その他の肉製品，かす
漬け魚介類，かまぼこ，くんせい魚介類，塩辛魚介類，塩干し魚介類，水産物の缶詰，水産物のつくだに，水産
物の瓶詰，素干し魚介類，ちくわ，煮干し魚介類，はんぺん，フィッシュソーセージ，その他の加工水産物（「
かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。）
，かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり，加工野菜
及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，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，きんざんじみそ，たいみそ，その他のなめ物，食用油脂
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１２－３５７４６（Ｔ２０１２－３５７４６）
（２２０）【出願日】平成２４年５月７日（２０１２．５．７）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０８１０３３００
【氏名又は名称】株式会社ビーフレックス
【住所又は居所】大阪府大阪市北区南扇町２番１号
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３１２００５９９１
【氏名又は名称】株式会社キューズファミリー
【住所又は居所】東京都渋谷区渋谷一丁目７番１号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１４６２１５
【弁理士】
【氏名又は名称】山下　彰子
【法区分】平成２３年改正
【審査官】内田　直樹

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（５６１）【称呼（参考情報）】ヒッショー
【検索用文字商標（参考情報）】必勝
【類似群コード（参考情報）】
  第２９類  ３１Ｃ０１、３２Ａ０１、３２Ｃ０１、３２Ｄ０１、３２Ｅ０１、３２Ｆ０１、３２Ｆ０２、３２
Ｆ０４、３２Ｆ０５、３２Ｆ１０、３２Ｆ１１、３２Ｆ１２

(2)                       商標公報５５４８９７１



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２８年３月１５日（２０１６．３．１５）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５８２５９６２号（Ｔ５８２５９６２）
（１５１）【登録日】平成２８年２月１２日（２０１６．２．１２）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第４１類  酒類・食に関するイベントの企画・運営又は開催，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。），酒類に
関するセミナーの企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，酒類に関する知識の教授，技芸・スポ
ーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，当せん金付証票の発売，献体に関
する情報の提供，献体の手配，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧
，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上
演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・
放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送
番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，競馬の企画・運営又は開催
，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は
映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施
設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テ
レビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープ
の貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の
貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１５－３７８６８（Ｔ２０１５－３７８６８）
（２２０）【出願日】平成２７年４月１７日（２０１５．４．１７）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９９０６３７１４
【氏名又は名称】株式会社モトックス
【住所又は居所】大阪府東大阪市小阪本町１丁目６番２０号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２０年２月２６日（２００８．２．２６）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５１０７７３７号（Ｔ５１０７７３７）
（１５１）【登録日】平成２０年１月２５日（２００８．１．２５）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１１類  湯たんぽ
【国際分類第９版】
（２１０）【出願番号】商願２００７－４１０６２（Ｔ２００７－４１０６２）
（２２０）【出願日】平成１９年４月２４日（２００７．４．２４）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９７０３８８９７
【氏名又は名称】タンゲ化学工業株式会社
【住所又は居所】愛知県海部郡甚目寺町大字下萱津字新替９９８番地
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１８年改正
【審査官】馬場　秀敏
（５６１）【称呼（参考情報）】タツユタンポ、タツ
【検索用文字商標（参考情報）】立つ湯たんぽ
【類似群コード（参考情報）】
  第１１類  １９Ｂ２８

kan izawa
ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２０年７月２９日（２００８．７．２９）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５１４５６８０号（Ｔ５１４５６８０）
（１５１）【登録日】平成２０年６月２７日（２００８．６．２７）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１６類  印刷物，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，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，書画，写真，写真立て
【国際分類第９版】
（２１０）【出願番号】商願２００７－４２４４７（Ｔ２００７－４２４４７）
（２２０）【出願日】平成１９年４月２６日（２００７．４．２６）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９７０２９３０１
【氏名又は名称】株式会社サンケイリビング新聞社
【住所又は居所】東京都千代田区紀尾井町３番２３号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
【法区分】平成１８年改正
【審査官】大渕　敏雄
（５６１）【称呼（参考情報）】ニョリキ、ニョリョク、オンナリキ、オンナリョク、オンナジカラ
【検索用文字商標（参考情報）】女力
【類似群コード（参考情報）】
  第１６類  ０１Ａ０２、１９Ｂ３８、２５Ａ０１、２５Ｂ０１、２６Ａ０１、２６Ｂ０１、２６Ｄ０１
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ハイライト表示

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２８年３月１５日（２０１６．３．１５）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５８２６２８９号（Ｔ５８２６２８９）
（１５１）【登録日】平成２８年２月１２日（２０１６．２．１２）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第３２類  ビール，ビール風味を有する麦芽発泡酒，アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料，ビール
製造用ホップエキス
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１５－６５７０２（Ｔ２０１５－６５７０２）
（２２０）【出願日】平成２７年７月１０日（２０１５．７．１０）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３１３００９４８６
【氏名又は名称】後藤　健三
【住所又は居所】埼玉県川口市並木１丁目６番３５－４０１号　川口サマリアマンション
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１５７７３８
【弁理士】
【氏名又は名称】茂木　康彦
【法区分】平成２３年改正
【審査官】佐藤　松江
（５６１）【称呼（参考情報）】コミュニケーションビール、コミュニケーション
【検索用文字商標（参考情報）】コミュニケ－ションビ－ル
【類似群コード（参考情報）】
  第３２類  ２８Ａ０２、２９Ｃ０１、３１Ａ０６
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（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２０年８月５日（２００８．８．５）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５１４８９０３号（Ｔ５１４８９０３）
（１５１）【登録日】平成２０年７月４日（２００８．７．４）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第１１類  湯たんぽ
【国際分類第８版】
（２１０）【出願番号】商願２００６－２４８６３（Ｔ２００６－２４８６３）
（２２０）【出願日】平成１８年３月２０日（２００６．３．２０）
【審判番号】不服２００７－１３４６０（Ｔ２００７－１３４６０／Ｊ１）
【審判請求日】平成１９年５月９日（２００７．５．９）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】３９７０３８８９７
【氏名又は名称】タンゲ化学工業株式会社
【住所又は居所】愛知県海部郡甚目寺町大字下萱津字新替９９８番地
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
【法区分】平成１３年改正
【審判長】【特許庁審判官】石田　清
【特許庁審判官】矢澤　一幸
【特許庁審判官】末武　久佳
（５６１）【称呼（参考情報）】ジュケンセー
【検索用文字商標（参考情報）】受験生
【類似群コード（参考情報）】
  第１１類  １９Ｂ２８

kan izawa
ハイライト表示



（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２４年１１月２７日（２０１２．１１．２７）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５５３０７９０号（Ｔ５５３０７９０）
（１５１）【登録日】平成２４年１０月２６日（２０１２．１０．２６）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
  第４１類  コンサートの企画又は運営，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映
・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，インターネットによる映画の上映・演芸の上
演・演劇の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供，映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又は音楽の演奏に関
する情報の提供，音楽・映像を録音・録画した記録媒体の原盤の制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。
），教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），コンサート・イ
ベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供，興行場の座席の手配
，ライブ・コンサートに係る放送番組の制作とその企画及びそれらに関する情報の提供，放送番組の制作，電子
出版物の提供，映写フィルムの貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，セ
ミナーの企画・運営又は開催，放送番組の制作における演出，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。），音響用又
は映像用のスタジオの提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，映像機器・音声機器等
の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，写真の撮影，テレビジョン受信機の貸与，ラジ
オ受信機の貸与，カメラの貸与，運動施設の提供，娯楽施設の提供，おもちゃの貸与，楽器の貸与，遊戯用器具
の貸与，スポーツの興行の企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，美術品の展示
【国際分類第１０版】
（２１０）【出願番号】商願２０１２－４７３８（Ｔ２０１２－４７３８）
（２２０）【出願日】平成２４年１月２６日（２０１２．１．２６）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５９１０４７５２３
【氏名又は名称】株式会社ニッポン放送
【住所又は居所】東京都千代田区有楽町１丁目９番３号
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００７２０３９
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　洵
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１２３７２２
【弁理士】
【氏名又は名称】井澤　幹
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１４６２１５
【弁理士】
【氏名又は名称】山下　彰子
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