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Ａ．都道府県名 

2 

 

 

 

A001  ほっかいどう HOKKAiDO(｢北海道｣のひらがな表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 29分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020150074414(2015.10.08) 

(731)出願人 HOKKAIDO INTERNATIONAL 

FRANCHISE CO., LTD. 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.10.08) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

 

 

A002 CHIBA(｢千葉｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(8版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020050031350(2005.07.06) 

(731)出願人 Yung Tien Machinery Industry 

Co., Ltd. 

(111)登録番号(日付) 4006804020000(2006.09.29)  

(260)公告番号(日付) 4020060036370(2006.06.15)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.08.10) 

遡及区分(日付) (2005.07.06) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ａ．都道府県名 

3 

 

 

 

A003 TOKYO(｢東京｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 39分類(10 版) 43 分類(10 版)  

 

 

(111)国際登録番号(日付) 1271206(2015.08.10)  

(731)出願人 TOKYO METROPOLITAN 

GOVERNMENT(949204), 

(151)登録日  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.07.27) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

 

 

 

A004 NIIGATA(｢新潟｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 37分類(8版)  

 

 

(111)国際登録番号(日付) 831899(2004.06.01)  

(731)出願人 Niigata Power Systems Co., 

Ltd.(532463), 

(151)登録日 2005.07.29 

(260)公告番号(日付) 4120050029318(2005.05.31) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.07.29) 

遡及区分(日付) (2004.04.28) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、英

文商標、一般 

 

  



Ａ．都道府県名 

4 

 

 

 

A005 NIIGATA(｢新潟｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(8版) 12 分類(8版)  

 

 

(111)国際登録番号(日付) 841375(2004.06.01)  

(731)出願人 Niigata Power Systems Co., 

Ltd.(532463), 

新潟原動機株式会社(520030151

928), 

(151)登録日 2006.06.22 

(260)公告番号(日付) 4020060024245(2006.04.21) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.06.22) 

遡及区分(日付) (2004.06.01) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、英

文商標、一般 

 

 

 

A006 후쿠이 FUKUI(｢福井｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020070037784(2007.07.16) 

(731)出願人 ナム・フン 

(111)登録番号(日付) 4007499850000(2008.06.13) 

(260)公告番号(日付) 4020080004229(2008.01.28) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.04.16) 

遡及区分(日付) (2007.07.16) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

※同じ出願人で 4020070037783 の類似商標あり。 

 

  



Ａ．都道府県名 

5 

 

 

 

A007 FUKUI(｢福井｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 08分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020110002202(2011.01.14) 

(731)出願人 クォン・オイル 

(111)登録番号(日付) 4009153390000(2012.04.13) 

(260)公告番号(日付) 4020110087487(2011.11.24) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.02.14) 

遡及区分(日付) (2011.01.14) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

 

 

A008 Gifu(｢岐阜｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 08分類(10 版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020150074032(2015.10.07) 

(731)出願人 イ・ドンミョン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.10.07) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

  



Ａ．都道府県名 

6 

 

 

 

A009 AICHI(｢愛知｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版) 12 分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020090037779(2009.08.07) 

(731)出願人 株式会社アイチコーポレーショ

ン 

(111)登録番号(日付) 4008374470000(2010.09.28) 

(260)公告番号(日付) 4020100029654(2010.06.14) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.09.02) 

遡及区分(日付) (2009.08.07) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

 

 

A010 AICHI(｢愛知｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版) 37 分類(9版) 

39分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4520070003756(2007.08.28) 

(731)出願人 株式会社アイチコーポレーショ

ン   

(111)登録番号(日付) 4500245560000(2008.09.08)  

(260)公告番号(日付) 4520080034997(2008.06.09)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.08.22) 

遡及区分(日付) (2007.08.28) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

  



Ａ．都道府県名 

7 

 

 

 

A011 아이지 AICHI(｢愛知｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 034分類(韓国分類)   

 

아이지 AICHI 

(220)出願番号(日付) 4019780009819(1978.12.23) 

(731)出願人 株式会社ナムソンエンジニアリ

ング  

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願   

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (1978.12.23) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

※出願以上の情報なし 

 

 

 

A012 mie(｢三重｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(7版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020000047251(2000.10.10) 

(731)出願人 Multiline International 

Europa L.P. 

(111)登録番号(日付) 4004978000000(2001.07.18)  

(260)公告番号(日付) 4020010012481(2001.04.02)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2001.05.30) 

遡及区分(日付) (2000.04.18) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

 

  



Ａ．都道府県名 

8 

 

 

 

A013 MIE(｢三重｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 41分類(8版)  

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4120050019950(2005.08.30) 

(731)出願人 チョン・バンハ  

(111)登録番号(日付) 4101351280000(2006.07.20)  

(260)公告番号(日付) 4120060028358(2006.05.03)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.06.21) 

遡及区分(日付) (2005.08.30) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

A014 경도(｢京都｣の漢字のハングル) 

(511)商品分類 25分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020100052517(2010.10.13) 

(731)出願人 ヤン・デシク  

(111)登録番号(日付) 4009383660000(2012.10.23)  

(260)公告番号(日付) 4020110061257(2011.08.31)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 異議申立後登録決定(2012.10.0

4) 

遡及区分(日付) (2010.10.13) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

  



Ａ．都道府県名 

9 

 

 

 

A015 OSAKA(｢大阪｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 43分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4120110034102(2011.11.01) 

(731)出願人 チャン・セグァン 

(111)登録番号(日付) 4102492370000(2013.01.14) 

(260)公告番号(日付) 4120120054544(2012.08.21) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.11.13) 

遡及区分(日付) (2011.11.01) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

 

 

A016 효고(｢兵庫｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020120044690(2012.07.12) 

(731)出願人 キム・ヨンハ 

(111)登録番号(日付) 4009843470000(2013.07.24)  

(260)公告番号(日付) 4020130035642(2013.04.11)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.06.24) 

遡及区分(日付) (2012.07.12) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

  



Ａ．都道府県名 

10 

 

 

 

A017 나라 NA RA(｢奈良｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 36分類(9版) 39 分類(9版) 

42分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5120090002108(2009.07.01) 

(731)出願人 ロッテショッピング株式会社 

(111)登録番号(日付) 4100101790000(2009.12.21)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4119880000326(1988.02.15)  

(300)関連出願番号 4119880000326 5119990000491   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.11.05) 

遡及区分(日付) (2009.07.01) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

A018 나라 (｢奈良｣の発音のハングル表記) 

 (511)商品分類 42分類(9版)   

 

(220)出願番号(日付) 5120090001018(2009.02.25) 

(731)出願人 キム・ウィバク 

(111)登録番号(日付) 4100569550000(2009.06.01)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4119980010861(1998.12.24)  

(300)関連出願番号 4119980010861   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.05.22) 

遡及区分(日付) (2009.02.25) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ａ．都道府県名 

11 

 

 

 

A019 나라 (｢奈良｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 42分類(7版)   

 

(220)出願番号(日付) 4119980010861(1998.12.24) 

(731)出願人 キム・ウィバク  

(111)登録番号(日付) 4100569550000(1999.10.07)  

(260)公告番号(日付) 4119990019494(1999.08.02)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  5120090001018   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(1999.09.29) 

遡及区分(日付) (1998.12.24) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

A020 나라 (｢奈良｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 16分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 5620070010761(2007.06.13) 

(731)出願人 ケックタンナラ株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001413920000(2007.11.01)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019860001860(1986.02.03) 

(300)関連出願番号 4019860001860 5019970000690 

5020070009516   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.11.01) 

遡及区分(日付) (2007.06.13) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ａ．都道府県名 

12 

 

 

 

A021 나라(｢奈良｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 06分類(9版) 16 分類(9版) 

17分類(9版) 18 分類(9版) 

21分類(9版) 22 分類(9版) 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620080016282(2008.07.09) 

(731)出願人 キム・サンドク 

(111)登録番号(日付) 4004087650000(2009.04.20) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019960033709(1996.07.31) 

(300)関連出願番号 4019960033709 5020080014722 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.04.20) 

遡及区分(日付) (2008.07.09) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

A022 Wakayama(｢和歌山｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(8版) 08 分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020060031045(2006.06.13) 

(731)出願人 カン・ジョング 

(111)登録番号(日付) 4007052620000(2007.04.05) 

(260)公告番号(日付) 4020060078873(2006.12.20) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.02.06) 

遡及区分(日付) (2006.06.13) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

 

 

  



Ａ．都道府県名 

13 

 

 

 

A023 YAMAGUCHI(｢山口｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020090047348(2009.09.25) 

(731)出願人 パク・ジョンソ 

(111)登録番号(日付) 4008516540000(2011.01.31) 

(260)公告番号(日付) 4020100055519(2010.10.26) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.01.07) 

遡及区分(日付) (2009.09.25) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

A024 YAMAGUCHI(｢山口｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020090026012(2009.06.04) 

(731)出願人 ユ・ウォンイル 

(111)登録番号(日付) 4008330770000(2010.08.16)  

(260)公告番号(日付) 4020100012827(2010.03.15)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.06.04) 

遡及区分(日付) (2009.06.04) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

  



Ａ．都道府県名 

14 

 

 

 

A025 徳島 TOKUSHIMA(｢徳島｣の漢字、ローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020070055726(2007.10.29) 

(731)出願人 キム・サンギョム 

(111)登録番号(日付) 4007613670000(2008.09.17)  

(260)公告番号(日付) 4020080032953(2008.05.30)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.09.01) 

遡及区分(日付) (2007.10.29) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

A026 가가와(｢香川｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 43分類(8版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 5620050008511(2005.06.13) 

(731)出願人 アン・シンエ キム・インソク 

(111)登録番号(日付) 4100312500000(2005.10.31)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4119940007758(1994.09.27)  

(300)関連出願番号 4119940007758 5120050001005 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.10.31) 

遡及区分(日付) (2005.06.13) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ａ．都道府県名 

15 

 

 

 

A027 가가와(｢香川｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 43分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4120050013559(2005.06.13) 

(731)出願人 アン・シンエ 

(111)登録番号(日付) 4101363590000(2006.08.22) 

(260)公告番号(日付) 4120060039553(2006.07.03) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.08.17) 

遡及区分(日付) (2005.06.13) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

 

 

A028 香川향천(｢香川｣の漢字表記、漢字のハングル) 

(511)商品分類 30分類(9版) 43 分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4520100003022(2010.07.15) 

(731)出願人 株式会社 IN AND OUT 

(111)登録番号(日付) 4500362520000(2011.09.21) 

(260)公告番号(日付) 4520110046806(2011.07.08) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.09.19) 

遡及区分(日付) (2010.07.15) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 

 

  



Ａ．都道府県名 

16 

 

 

 

A029 꼬치(｢高知｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(8版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 5620040011025(2004.09.15) 

(731)出願人 株式会社オリオン  

(111)登録番号(日付) 4001054090000(2004.12.22)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019830013479(1983.09.23)  

(300)関連出願番号 4019830013479 5019940005628 

5020040010034   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.12.22) 

遡及区分(日付) (2004.09.15) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

A030 SAGA(｢佐賀｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 18分類(9版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020080026354(2008.05.30) 

(731)出願人 チョン・ジェミン 

(111)登録番号(日付) 4008014450000(2009.09.21)  

(260)公告番号(日付) 4020090007083(2009.02.11) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 異議申立後登録決定(2009.07.1

5) 

遡及区分(日付) (2008.05.30) 

審判事項 2015タン 2187 商標登録第

0801445号取消 請求日

2015.04.08 審決日 2015.08.31 

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

  



Ａ．都道府県名 

17 

 

 

 

A031 SAGA(｢佐賀｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 13分類(7版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4019990021085(1999.06.17) 

(731)出願人 CARTUCHOS SAGA, S.A. 

(111)登録番号(日付) 4004758250000(2000.08.24)  

(260)公告番号(日付) 4020000016846(2000.06.01)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2000.07.31) 

遡及区分(日付) (1999.06.17) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

A032 SAGA(｢佐賀｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 5620020008748(2002.07.08) 

(731)出願人 SAGA FURS OF SCANDINAVI 

(111)登録番号(日付) 4000876660000(2003.01.17)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019810007644(1981.08.28)  

(300)関連出願番号 4019810007644 5019920000365 

5020020008067   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2003.01.17) 

遡及区分(日付) (2002.07.08) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

  



Ａ．都道府県名 

18 

 

 

 

A033 SAGA(｢佐賀｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 023分類(韓国分類)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4019810007643(1981.08.28) 

(731)出願人 SAGA FURS OF SCANDINAVI 

(111)登録番号(日付) 4000843650000(1982.10.08)  

(260)公告番号(日付) 4019820002578(1982.07.31)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号 5019920000366 5020020005336 

5620020005498   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(1982.09.10) 

遡及区分(日付) (1981.08.28) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

A034 SAGA(｢佐賀｣のローマ字表記、発音のハングル表記) 

(511)商品分類 42分類(9版)   

 

(220)出願番号(日付) 5120090001998(2009.06.16) 

(731)出願人 株式会社ホテルロッテ 

(111)登録番号(日付) 4100020420000(2009.10.16)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4119780000384(1978.08.19)  

(300)関連出願番号  4119780000384 5119990000106   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.10.01) 

遡及区分(日付) (2009.06.16) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ａ．都道府県名 

19 

 

 

 

A035 SAGA(｢佐賀｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 36分類(9版) 39 分類(9版)  

 

(111)国際登録番号(日付) 1030280(2010.01.08) 

(731)出願人 SAGA(726581) 

(151)登録日 2011.02.01 

(260)公告番号(日付) 4120100060474(2010.11.17) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.02.01) 

遡及区分(日付) (2009.08.06) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

 

 

 

A036 SAGA(｢佐賀｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 06分類(9版) 16 分類(9版)  

 

(111)国際登録番号(日付) 1016874(2009.07.15)(2010.03.

22) 

(731)出願人 Metsä Tissue Oyj(428621), 

Metsa Tissue Oyj 

(520110157313) 

(151)登録日 2011.10.27 

(260)公告番号(日付) 4020110056923(2011.08.12) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.10.27) 

遡及区分(日付) (2010.03.22) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

 

  



Ａ．都道府県名 

20 

 

 

 

A037 SAGA(｢佐賀｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 06分類(9版) 16 分類(9版) 

 

 

(111)国際登録番号(日付) 1016875(2009.07.15)(2010.03.

22) 

(731)出願人 Metsä Tissue Oyj(428621), 

Metsa Tissue Oyj 

(520110157313) 

(151)登録日 2011.10.27 

(260)公告番号(日付) 4020110056924(2011.08.12) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.10.27) 

遡及区分(日付) (2010.03.22) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

 

 

 

A038 Magasaki(｢長崎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020110043095(2011.08.10) 

(731)出願人 オ・チギョン 

(111)登録番号(日付) 4009444080000(2012.12.12) 

(260)公告番号(日付) 4020120048904(2012.07.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.10.22) 

遡及区分(日付) (2011.08.10) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

  



Ａ．都道府県名 

21 

 

 

 

A039 MIYAZAKI(｢宮崎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020150081239(2015.11.05) 

(731)出願人 キム・ヨン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.11.05) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

 

 

A040 오기나와(｢沖縄｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 44分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620070000404(2007.01.05) 

(731)出願人 株式会社ロゼット 

(111)登録番号(日付) 4100339900000(2007.04.30) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4119950001440(1995.02.20) 

(300)関連出願番号 4119950001440 5120070000048 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.04.30) 

遡及区分(日付) (2007.01.05) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 



Ｂ．政令指定都市 

22 

 

 

 

 

 

Ｂ．政令指定都市 

  



Ｂ．政令指定都市 

23 

 

B001 SAPPORO(｢札幌｣のローマ字表記)  

(511)商品分類 32分類(10 版) 33 分類(10 版) 

35分類(10 版) 43 分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4520120000536(2012.02.07) 

(731)出願人 サッポロホールディングス株式

会社 

(111)登録番号(日付) 4500466840000(2013.10.23) 

(260)公告番号(日付) 4520130074928(2013.08.02) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(取消差戻후)(2013.10

.15) 

遡及区分(日付) (2012.02.07) 

審判事項 審判番号(数字):2013101000272  

審判番号(文字):2013ウォン

272  

事件の表示: 2012 年商標/サー

ビス標登録出願第 0000536 号拒

絶決定不服 請求日:2013.01.15  

審決日:2013.07.19 

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

B002 SAPPORO(｢札幌｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 32分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020040034328(2004.07.27) 

(731)出願人 サッポロホールディングス株式

会社 

(111)登録番号(日付) 4006425330000(2005.12.08) 

(260)公告番号(日付) 4020050055399(2005.10.04) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.11.28) 

遡及区分(日付) (2004.07.27) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

  



Ｂ．政令指定都市 

24 

 

 

 

B003 싯뽀로(｢札幌｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 43分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120040010633(2004.05.14) 

(731)出願人 ク・ヨンオク 

(111)登録番号(日付) 4101193190000(2005.07.29) 

(260)公告番号(日付) 4120050020792(2005.04.14) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.06.01) 

遡及区分(日付) (2004.05.14) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

 

 

 

B004 SENDAI(｢仙台｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150010546(2015.02.10) 

(731)出願人 パク・ジョンハク 

(111)登録番号(日付) 4011295720000(2015.09.11) 

(260)公告番号(日付) 4020150062606(2015.06.23) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.09.02) 

遡及区分(日付) (2015.02.10) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

  



Ｂ．政令指定都市 

25 

 

 

 

B005 YOKOHAMA(｢横浜｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 12分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620040010267(2004.08.25) 

(731)出願人 横浜ゴム株式会社 

(111)登録番号(日付) 4000398920000(2004.12.08) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019730006651(1973.11.05) 

(300)関連出願番号 4019730006651 5019840001424 

5019940002027 5020040009343 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.12.08) 

遡及区分(日付) (2004.08.25) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

B006 YOKOHAMA(｢横浜｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020090041962(2009.08.31) 

(731)出願人 横浜ゴム株式会社 

(111)登録番号(日付) 4008539250000(2011.02.18) 

(260)公告番号(日付) 4020100060220(2010.11.17) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.02.09) 

遡及区分(日付) (2009.08.31) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

  



Ｂ．政令指定都市 

26 

 

 

 

B007 YOKOHAMA(｢横浜｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 12分類(8版)  

 

 

(111)国際登録番号(日付) 837379(2004.01.23) 

(731)出願人 THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY 

LIMITED(523609),  

横浜ゴム株式会社(519980963151) 

(151)登録日 2006.03.03 

(260)公告番号(日付) 4020060000177(2006.01.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.03.03) 

遡及区分(日付) (2004.01.23) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図形

複合、一般 

 

 

 

B008 YOKOHAMA(｢横浜｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 18分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020110055553(2011.10.11) 

(731)出願人 横浜ゴム株式会社 

(111)登録番号(日付) 4009468480000(2013.01.02) 

(260)公告番号(日付) 4020120063238(2012.09.20) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.12.20) 

遡及区分(日付) (2011.10.11) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

  



Ｂ．政令指定都市 

27 

 

 

 

B009 YOKOHAMA(｢横浜｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620060015290(2006.11.10) 

(731)出願人 横浜ゴム株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001364320000(2007.06.05) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019850017543(1985.10.18) 

(300)関連出願番号 4019850017543 5019960007139 

5020060013649 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.06.05) 

遡及区分(日付) (2006.11.10) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

 

 

B010 YOKOHAMA(｢横浜｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 12分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620060011912(2006.08.09) 

(731)出願人 横浜ゴム株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001324240000(2006.12.08) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019850017544(1985.10.18) 

(300)関連出願番号 4019850017544 5019950007246 

5020060010609 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.12.08) 

遡及区分(日付) (2006.08.09) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

  



Ｂ．政令指定都市 

28 

 

 

 

B011 川崎(｢川崎｣の漢字表記) 

(511)商品分類 30分類(10 版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020130068677(2013.10.18) 

(731)出願人 ソン・テホン 

(111)登録番号(日付) 4010505060000(2014.07.30) 

(260)公告番号(日付) 4020140043856(2014.05.16) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.07.28) 

遡及区分(日付) (2013.10.18) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般商標 

 

 

 

B012 Kawasaki(｢川崎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(9版) 28 分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020100029892(2010.06.07) 

(731)出願人 川崎重工業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4009233080000(2012.06.13) 

(260)公告番号(日付) 4020120015239(2012.03.12) 

(641)元出願番号(日付) 4520090000856(2009.03.13) 

(300)関連出願番号 4520090000856 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.05.25) 

遡及区分(日付) (2009.03.13) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標,一般商標 

 

  



Ｂ．政令指定都市 

29 

 

 

 

B013 Kawasaki(｢川崎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020080036824(2008.07.25) 

(731)出願人 川崎重工業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4008336210000(2010.08.20) 

(260)公告番号(日付) 4020100023458(2010.05.10) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.07.19) 

遡及区分(日付) (2008.07.25) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

 

 

B014 Kawasaki(｢川崎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 12分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 5620080002332(2008.01.15) 

(731)出願人 川崎重工業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001519220000(2008.09.03) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019860019644(1986.10.20) 

(300)関連出願番号 4019860019644 5019970007761 

5020080002043 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.09.03) 

遡及区分(日付) (2008.01.15) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｂ．政令指定都市 

30 

 

 

 

B015 Kawasaki(｢川崎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 12分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620080002331(2008.01.15) 

(731)出願人 川崎重工業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001519210000(2008.09.03) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019860019643(1986.10.20) 

(300)関連出願番号 4019860019643 5019970007760 

5020080002042 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.09.03) 

遡及区分(日付) (2008.01.15) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

B016 Kawasaki(｢川崎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(9版) 28 分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020100029891(2010.06.07) 

(731)出願人 川崎重工業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4009233070000(2012.06.13)  

(260)公告番号(日付) 4020120015238(2012.03.12) 

(641)元出願番号(日付) 4520090000855(2009.03.13 

(300)関連出願番号  4520090000855   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.05.25) 

遡及区分(日付) (2009.03.13) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

  



Ｂ．政令指定都市 

31 

 

 

 

B017 Kawasaki(｢川崎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020080036822(2008.07.25) 

(731)出願人 川崎重工業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4008336200000(2010.08.20)  

(260)公告番号(日付) 4020100023457(2010.05.10)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.07.19) 

遡及区分(日付) (2008.07.25) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

B018 kawasaki かわさき(｢川崎｣のローマ字表記、ひらがな表記) 

(511)商品分類 25分類(10 版)  

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020150044756(2015.06.17) 

(731)出願人 チャン・ジョンミ 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.06.17) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 

 

  



Ｂ．政令指定都市 

32 

 

 

 

B019 kawasaki かわさき(｢川崎｣のローマ字表記、ひらがな表記) 

(511)商品分類 03分類(8版) 14 分類(8版) 

16分類(8版) 18 分類(8版) 

20分類(8版) 21 分類(8版) 

24分類(8版) 27 分類(8版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020040000413(2004.01.06) 

(731)出願人 キム・ビョンチョル 

(111)登録番号(日付) 4006504850000(2006.02.08) 

(260)公告番号(日付) 4020050026567(2005.05.17) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号 7020100000516 7020110000593 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 異議申立後登録決定(2006.01.2

3) 

遡及区分(日付) (2004.01.06) 

審判事項 2012タン 2473 商標登録第

0650485号無効 請求日

2012.09.20 審決日 2013.04.19 

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

B020 kawasaki(｢川崎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020110061635(2011.11.07) 

(731)出願人 HI-WARD TRADING CO., LTD. 

(111)登録番号(日付) 4009395530000(2012.11.02)  

(260)公告番号(日付) 4020120049738(2012.07.31)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.10.25) 

遡及区分(日付) (2011.11.07) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

  



Ｂ．政令指定都市 

33 

 

 

 

B021 Kawasaki(｢川崎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020070012183(2007.03.07) 

(731)出願人 HI-WARD TRADING CO., LTD. 

(111)登録番号(日付) 4009249370000(2012.06.28) 

(260)公告番号(日付) 4020120021980(2012.04.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(取消差戻後)(2012.06

.25) 

遡及区分(日付) (2007.03.07) 

審判事項 審判番号(数字):2008101006466 

審判番号(文字):2008ウォン

6466 事件の表示:2007年商標登

録出願第 0012183 号拒絶決定不

服 請求日:2008.07.01 審決

日:2012.03.20 

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

 

 

B022 kawasaki(｢川崎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020100013500(2010.03.15) 

(731)出願人 ジン・ヒョンウ 

(111)登録番号(日付) 4009125720000(2012.03.27)  

(260)公告番号(日付) 4020120000920(2012.01.04 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.03.22) 

遡及区分(日付) (2010.03.15) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

  



Ｂ．政令指定都市 

34 

 

 

 

B023 HAMAMATSU(｢浜松｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(8版) 09 分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020050043854(2005.09.21) 

(731)出願人 浜松ホトニクス株式会社 

(111)登録番号(日付) 4006773590000(2006.09.06) 

(260)公告番号(日付) 4020060036602(2006.06.15) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.07.27) 

遡及区分(日付) (2005.09.21) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

B024 HAMAMATSU(｢浜松｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(9版)  

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620090003992(2009.04.20) 

(731)出願人 浜松ホトニクス株式会社 

(111)登録番号(日付) 4004491220000(2009.09.22) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019970051063(1997.11.01) 

(300)関連出願番号 4019970051063 5020090006883 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.09.22) 

遡及区分(日付) (2009.04.20) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

※同一出願人で 5620090003992(2009.04.20)(第 9 類)の出願あり。 

 

  



Ｂ．政令指定都市 

35 

 

 

 

B025 HAMAMATSU(｢浜松｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 35分類(8版) 37 分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4120050025722(2005.11.14) 

(731)出願人 浜松ホトニクス株式会社 

(111)登録番号(日付) 4101371940000(2006.09.06) 

(260)公告番号(日付) 4120060041330(2006.07.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.08.21) 

遡及区分(日付) (2005.11.14) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

※同一出願人で 5620080012663(2008.06.05)(第 10類)の出願あり。 

 

 

 

B026 Sakai(｢堺｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 29分類(8版)  

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020040039418(2004.08.27) 

(731)出願人 (株)ファミ  パク・スンハ 

(111)登録番号(日付) 4006372070000(2005.11.01) 

(260)公告番号(日付) 4020050036963(2005.07.07) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.09.01) 

遡及区分(日付) (2004.08.27) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

※同一出願人で 4020040039419(2004.08.27)(第 30類)、4020040039420(2004.08.27) (第 32

類)の出願あり。 

  



Ｂ．政令指定都市 

36 

 

 

 

B027 사카이(｢堺｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 7020040000482(2004.08.27) 

(731)出願人 (株)ファミ パク・スンハ 

(111)登録番号(日付) 4005537100000(2005.11.22) 

(260)公告番号(日付) 7020050034091(2005.06.27) 

(641)元出願番号(日付) 4020020013923(2002.03.26) 

(300)関連出願番号 4020020013923   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.09.22) 

遡及区分(日付) (2004.08.27) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

※出願人パク・スンハで 4020020013923(2002.03.26)(第 30 類)の出願あり。 

 

 

 

B028 사카이(｢堺｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 29分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020040039416(2004.08.27) 

(731)出願人 (株)ファミ パク・スンハ   

(111)登録番号(日付) 4006372060000(2005.11.01) 

(260)公告番号(日付) 4020050036962(2005.07.07) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.09.01) 

遡及区分(日付) (2004.08.27) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

※同一出願人で 4020040039417(2004.08.27)(第 32類)の出願あり。 

 

  



Ｂ．政令指定都市 

37 

 

 

B029 사카이(｢堺｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 30分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020020014430(2002.03.28) 

(731)出願人 パク・スンハ 

(111)登録番号(日付) 4005537110000(2003.07.14) 

(260)公告番号(日付) 4020030011998(2003.03.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2003.05.20) 

遡及区分(日付) (2002.03.28) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

B030 KOBE(｢神戸｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版)  

 

 

(111)国際登録番号(日付) 1124531(2012.05.08) 

(731)出願人 Shin-Kobe Electric Machinery 

Co.,Ltd.(793247), 

新神戸電株式会社(51998070918

2) 

(151)登録日 2014.10.22 

(260)公告番号(日付) 4020140070707(2014.08.04) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.10.22) 

遡及区分(日付) (2011.11.14) 

審判事項 審判番号(数字):2013101005065 

審判番号(文字):2013ウォン

5065 事件の表示:国際商標登録

出願第 1124531号拒絶決定不服 

請求日:2013.07.10 審決

日:2014.07.23 

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 



Ｂ．政令指定都市 

38 

 

 

 

B031 KOBE(｢神戸｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(9版)  

 

 

(111)国際登録番号(日付) 1099391(2011.11.08)  

(731)出願人 Shin-Kobe Electric Machinery 

Co.,Ltd.(793247) 

(151)登録日 2012.09.06 

(260)公告番号(日付) 4020120037916(2012.06.13) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.09.06) 

遡及区分(日付) (2011.05.16) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

 

 

 

B032 KOBE(｢神戸｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020070052036(2007.10.09) 

(731)出願人 新神戸電機株式会社 

(111)登録番号(日付) 4007729580000(2008.12.17) 

(260)公告番号(日付) 4020080055940(2008.09.17) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.12.15) 

遡及区分(日付) (2007.10.09) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 



Ｃ．旧地名 

39 

 

 

 

 

 

Ｃ．旧地名 

  



Ｃ．旧地名 

40 

 

 

C001 EZO(｢蝦夷｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 37分類(10 版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4120130008203(2013.03.07) 

(731)出願人 オ・ジョンジン 

(111)登録番号(日付) 4102904240000(2014.06.09) 

(260)公告番号(日付) 4120140009058(2014.02.03) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.04.10) 

遡及区分(日付) (2013.03.07) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

※同一出願人で 4120130008206(2013.03.07)(第 42類)の出願あり。 

 

 

 

C002 ezo(｢蝦夷｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150047283(2015.06.25) 

(731)出願人 EZIO INTERNATIONAL Co.,Ltd 

キム・ドンソク 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4020150108848(2015.10.15) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2016.01.11) 

遡及区分(日付) (2015.06.25) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

41 

 

 

 

C003 E･Z･O(｢蝦夷｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 32分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150046915(2015.06.24) 

(731)出願人 TWOPONDS Co., Ltd. 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.06.24) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標,一般商標 

 

 

 

C004 SHIMOTSUKE(｢下野｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020110071165(2011.12.16) 

(731)出願人 オ・ジョンヒョン 

(111)登録番号(日付) 4009519380000(2013.02.04) 

(260)公告番号(日付) 4020120064680(2012.09.25) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.12.04) 

遡及区分(日付) (2011.12.16) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

42 

 

 

 

C005 SHINANO(｢信濃｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150051008(2015.07.09) 

(731)出願人 株式会社信濃製作所 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4020150137556(2015.12.23) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.07.09) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

 

 

C006 MINO(｢美濃｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 02分類(10 版) 07 分類(10 版) 

11分類(10 版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020140022184(2014.04.03) 

(731)出願人 MINO GROUP CO., LTD. 

(111)登録番号(日付) 4011066100000(2015.05.19) 

(260)公告番号(日付) 4020150009801(2015.01.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.04.22) 

遡及区分(日付) (2014.03.04) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩が結

合した商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

43 

 

 

 

C007 MINO(｢美濃｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(10 版)  

 

 

(111)国際登録番号(日付) 383724(1971.10.09)(2013.03.1

3) 

(731)出願人 MINO, Società per 

Azioni(208787), ミノ, 

ソシエタ ペル 

アジオニ(520130618015) 

(151)登録日 2014.06.12 

(260)公告番号(日付) 4020140026859(2014.03.25) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.06.12) 

遡及区分(日付) (2013.03.13) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

 

 

 

C008 OMI(｢近江｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(10 版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020120012157(2012.02.27) 

(731)出願人 NAMDO MACHINE TOOLS CO., LTD 

(111)登録番号(日付) 4009741860000(2013.06.11) 

(260)公告番号(日付) 4020130026668(2013.03.21) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.06.10) 

遡及区分(日付) (2012.02.27) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

44 

 

 

 

C009 OMI(｢近江｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 08分類(10 版)  

 

(111)国際登録番号(日付) 1160339(2013.01.05) 

(731)出願人 CONG TY CO PHAN KEM 

NGHIA(838816), コン タイ コ 

パン ケム 

ウンイア(520140079201) 

(151)登録日 2014.09.12 

(260)公告番号(日付) 4020140055101(2014.06.20) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.09.12) 

遡及区分(日付) (2013.01.05) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

 

 

 

C010 Omi(｢近江｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 33分類(9版)   

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020110044872(2011.08.18) 

(731)出願人 聞慶五味子ベリー営農組合法人   

(111)登録番号(日付) 4009307220000(2012.08.14)  

(260)公告番号(日付) 4020120024514(2012.04.17)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.07.23) 

遡及区分(日付) (2011.08.18) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

  



Ｃ．旧地名 

45 

 

 

 

C011 하타치(｢常陸｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 11分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 7520120000033(2012.05.09) 

(731)出願人 株式会社日立製作所   

(111)登録番号(日付) 4500412560000(2013.07.01)  

(260)公告番号(日付) 7520130032760(2013.04.04) 

(641)元出願番号(日付) 4520100005506(2010.12.30)  

(300)関連出願番号 4520100005506 7520120000040   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.06.24) 

遡及区分(日付) (2012.05.09) 

審判事項  

区分 国内商標、一般商標 

※7520120000040(2012.06.01)(第 1 類)、4520100005506(2010.12.30)(第 1類他 44 個類)の出願

あり。 

 

 

 

C012 HITACHI(｢常陸｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(7版) 08 分類(7版) 

09分類(7版) 10 分類(7版) 

11分類(7版) 17 分類(7版) 

 

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5020000010571(2000.12.19) 

(731)出願人 株式会社日立製作所 

(111)登録番号(日付) 4000232700000(2001.06.21) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019680006325(1968.12.31) 

(300)関連出願番号 4019680006325 5019910001222 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2001.05.30) 

遡及区分(日付) (2000.12.19) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

※他、 HITACHI の文字からなる多数の出願あり。111 ページ参照。 

 

  



Ｃ．旧地名 

46 

 

 

 

C013 HITACHI(｢常陸｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 40分類(8版)  

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620050011158(2005.08.08) 

(731)出願人 株式会社日立製作所 

(111)登録番号(日付) 4100054130000(2006.02.07) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4119840000798(1984.07.24) 

(300)関連出願番号 4119840000798 5119940000360 

5120050001346 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.02.07) 

遡及区分(日付) (2005.08.08) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

※5620050009546 号(2005.07.07)(第 42 類)の出願あり。  

 

 

C014 Awa 아와(｢阿波、安房｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 03分類(9版)   

 

(220)出願番号(日付) 4020100039757(2010.07.30) 

(731)出願人 シン・ジョンオク 

(111)登録番号(日付) 4008839860000(2011.10.07)  

(260)公告番号(日付) 4020110035666(2011.05.30)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.08.22) 

遡及区分(日付) (2010.07.30) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

 

 

  



Ｃ．旧地名 

47 

 

 

 

C015 MUSASHI(｢武蔵｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(8版) 16 分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020040002200(2004.01.16) 

(731)出願人 SQUARE ENIX HOLDINGS CO., 

LTD. 

(111)登録番号(日付) 4006313190000(2005.09.13)  

(260)公告番号(日付) 4020050038378(2005.07.18)  

(641)元出願番号(日付) 09分類(8版) 16 分類(8版)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.09.01) 

遡及区分(日付) (2004.01.16) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

C016 MUSASHI(｢武蔵｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020080025365(2008.05.26) 

(731)出願人 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 

S.A.  

(111)登録番号(日付) 4007932020000(2009.06.24)  

(260)公告番号(日付) 4020090015439(2009.03.27)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.06.15) 

遡及区分(日付) (2008.05.26) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

48 

 

 

 

C017 MUSASHI(｢武蔵｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 30分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020080007176(2008.02.15) 

(731)出願人 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 

S.A.    

(111)登録番号(日付) 4007858290000(2009.04.14)  

(260)公告番号(日付) 4020080072112(2008.12.08) 

(641)元出願番号(日付) 4020070023301(2007.05.01)  

(300)関連出願番号 4020070023301   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.03.02) 

遡及区分(日付) (2007.05.01) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

 

 

C018 MUSASHI(｢武蔵｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 05分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020080055874(2008.12.01) 

(731)出願人 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 

S.A.   

(111)登録番号(日付) 4008091080000(2009.12.15)  

(260)公告番号(日付) 4020090040912(2009.09.14)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.12.02) 

遡及区分(日付) (2008.12.01) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

49 

 

 

 

C019 MUSASHI(｢武蔵｣のローマ字表記) 

(511)商品分類  02分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020050052495(2005.11.10) 

(731)出願人 武蔵塗料ホールディングス株式

会社 

(111)登録番号(日付) 4006776870000(2006.09.08)  

(260)公告番号(日付) 4020060038371(2006.06.27)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.08.17) 

遡及区分(日付) (2005.11.10) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

C020 MUSASHI(｢武蔵｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 08分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020080010877(2008.03.07) 

(731)出願人 パン・ソングン 

(111)登録番号(日付) 4007899190000(2009.05.25)  

(260)公告番号(日付) 4020090001867(2009.01.14)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.03.30) 

遡及区分(日付) (2008.03.07) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

50 

 

 

 

C021 MUSASHI(｢武蔵｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(9版) 10 分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020080024705(2008.05.22) 

(731)出願人 武蔵エンジニアリング株式会社 

(111)登録番号(日付) 4008041310000(2009.10.21)  

(260)公告番号(日付) 4020090028499(2009.06.19)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.09.01) 

遡及区分(日付) (2008.05.22) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

C022 武蔵(｢武蔵｣の漢字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版) 09 分類(9版) 

10分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020080024704(2008.05.22) 

(731)出願人 武蔵エンジニアリング株式会社 

(111)登録番号(日付) 4008041300000(2009.10.21)  

(260)公告番号(日付) 4020090027181(2009.06.10)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.09.01) 

遡及区分(日付) (2008.05.22) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

51 

 

 

 

C023 MUSASHI(｢武蔵｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020120052553(2012.08.21) 

(731)出願人 ユ・ジョンチョル  

(111)登録番号(日付) 4009953840000(2013.09.16)  

(260)公告番号(日付) 4020130045396(2013.05.06)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.07.16) 

遡及区分(日付) (2012.08.21) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

C024 MUSASHI(｢武蔵｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(8版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020020035085(2002.07.31) 

(731)出願人 株式会社アダムジャパン   

(111)登録番号(日付) 4005659690000(2003.11.19)  

(260)公告番号(日付) 4020030040633(2003.08.02)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2003.10.06) 

遡及区分(日付) (2002.07.31) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

52 

 

 

 

C025 MUSASHI(｢武蔵｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 29分類(8版) 30 分類(8版) 

32分類(8版) 

 

 

 
(111)国際登録番号(日付) 919409(2006.09.20)  

(731)出願人 Société des Produits Nestlé 

SA(389770), SOCIETE DES 

PRODUITS NESTLE 

S.A.(519980694834), 

(151)登録日 2009.02.20 

(260)公告番号(日付) 4020080069445(2008.11.26) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.02.20) 

遡及区分(日付) (2006.06.08) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、英

文商標、一般 

 

 

 

C026 武蔵무사시(｢武蔵｣の漢字表記、発音のハングル表記) 

(511)商品分類 43分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4120080031594(2008.12.15) 

(731)出願人 ユ・スヒョン 

(111)登録番号(日付) 4101958210000(2010.04.07)  

(260)公告番号(日付) 4120090049043(2009.11.06)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.02.08) 

遡及区分(日付) (2008.12.15) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

53 

 

 

 

C027 무사시(｢武蔵｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 29分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020080009584(2008.02.29) 

(731)出願人 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 

S.A.    

(111)登録番号(日付) 4008166300000(2010.03.10) 

(260)公告番号(日付) 4020090054087(2009.12.09) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(取消환송후)(2010.03

.03) 

遡及区分(日付) (2008.02.29) 

審判事項 거절결정불복심판(2009원 739) 

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

 

C028 무사시(｢武蔵｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 07分類(9版) 09 分類(9版) 

10分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020080024707(2008.05.22) 

(731)出願人 武蔵エンジニアリング株式会社 

(111)登録番号(日付) 4008041320000(2009.10.21)  

(260)公告番号(日付) 4020090028500(2009.06.19)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.09.01) 

遡及区分(日付) (2008.05.22) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

  



Ｃ．旧地名 

54 

 

 

 

C029 musashi(｢武蔵｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 08分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020090048869(2009.10.07) 

(731)出願人 Musashi Hardware Mfg. Co., 

Ltd. 

(111)登録番号(日付) 4008607380000(2011.04.12) 

(260)公告番号(日付) 4020100063975(2010.12.03) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.02.14) 

遡及区分(日付) (2009.10.07) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

 

 

C030 무사시 MUSASHI(｢武蔵｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 35分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120150030878(2015.06.30) 

(731)出願人 キム・ヨンウ 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4120150130296(2015.12.07) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.06.30) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

55 

 

 

 

C031 武蔵 634(｢武蔵｣の漢字表記) 

(511)商品分類 25分類(9版) 28 分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020100057382(2010.11.09) 

(731)出願人 ユ・ジョンチョル 

(111)登録番号(日付) 4009021080000(2012.02.03) 

(260)公告番号(日付) 4020110066527(2011.09.20) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.12.05) 

遡及区分(日付) (2010.11.09) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字,一般商標 

 

 

 

C032 サガミ SAGAMI(｢相模｣のカタカナ表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 30分類(10 版) 43 分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 4520140003576(2014.05.13) 

(731)出願人 株式会社サガミチェーン 

(111)登録番号(日付) 4500542710000(2015.02.23)  

(260)公告番号(日付) 4520140115562(2014.12.01)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.02.10) 

遡及区分(日付) (2014.05.13) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

56 

 

 

 

C033 sagami(｢相模｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 10分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020100032967(2010.06.23) 

(731)出願人 相模ゴム工業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4008770020000(2011.08.19)  

(260)公告番号(日付) 4020110030760(2011.05.12)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.08.05) 

遡及区分(日付) (2010.06.23) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

C034 사가미 SaGami(｢相模｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(9版)  

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020080042415(2008.09.01) 

(731)出願人 KORYEO TM CO.LTD 

(111)登録番号(日付) 4007981070000(2009.08.17)  

(260)公告番号(日付) 4020090023970(2009.05.22)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.08.11) 

遡及区分(日付) (2008.09.01) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

57 

 

 

 

C035 サガミ SAGAMI(｢相模｣のカタカナ表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 30分類(10 版) 43 分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4520140003575(2014.05.13) 

(731)出願人 株式会社サガミチェーン 

(111)登録番号(日付) 4500542700000(2015.02.23) 

(260)公告番号(日付) 4520140115561(2014.12.01) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.02.10) 

遡及区分(日付) (2014.05.13) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩が結

合した商標 

 

 

 

C036 kai(｢甲斐｣の発音のローマ字表記) 

(511)商品分類 08分類(8版) 10 分類(8版) 

21分類(8版) 

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 7020020000258(2002.05.22) 

(731)出願人 貝印株式会社 

(111)登録番号(日付) 4000433300000(2004.04.07) 

(260)公告番号(日付) 7020040008625(2004.02.21) 

(641)元出願番号(日付) 4019740003565(1974.06.05) 

(300)関連出願番号 4019740003565 5019950003839 

5020050011755 5620050013208 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.04.06) 

遡及区分(日付) (2002.05.22) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

  



Ｃ．旧地名 

58 

 

 

 

C037 KAI(｢甲斐｣の発音のローマ字表記) 

(511)商品分類 13分類(10 版)  

 
 

 

(220)出願番号(日付) 4020150065969(2015.09.03) 

(731)出願人 韓国航空宇宙産業株式会社 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4020160009150(2016.01.26) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.09.03) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

 

 

C038 카이(｢甲斐｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 03分類(9版)   

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620080010961(2008.05.14) 

(731)出願人 株式会社韓国化粧品製造   

(111)登録番号(日付) 4004199090000(2008.07.22)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019970006176(1997.02.06)  

(300)関連出願番号 4019970006176 5020080009908   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.07.22) 

遡及区分(日付) (2008.05.14) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

  

 

  



Ｃ．旧地名 

59 

 

 

 

C039 이즈(｢伊豆｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 01分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020070021526(2007.04.20) 

(731)出願人 イ・ナムスン 

(111)登録番号(日付) 4007338230000(2008.01.11)  

(260)公告番号(日付) 4020070059237(2007.10.18)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.01.09) 

遡及区分(日付) (2007.04.20) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

 

C040 TOTOMI(｢遠江｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 12分類(7版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020000034681(2000.07.19) 

(731)出願人 大林自動車工業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4005086460000(2001.12.13)  

(260)公告番号(日付) 4020010030809(2001.08.11)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2001.10.18) 

遡及区分(日付) (2000.07.19) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

60 

 

 

 

C041 ISE(｢伊勢｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 06分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020100023978(2010.05.06) 

(731)出願人 シン・グンソプ 

(111)登録番号(日付) 4008707600000(2011.06.29)  

(260)公告番号(日付) 4020110015318(2011.03.09)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.06.02) 

遡及区分(日付) (2010.05.06) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

 

 

C042 ISE(｢伊勢｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020070045785(2007.08.29) 

(731)出願人 Xilinx, Inc. 

(111)登録番号(日付) 4007515850000(2008.06.27)  

(260)公告番号(日付) 4020080019295(2008.04.01)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.06.18) 

遡及区分(日付) (2007.08.29) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

61 

 

 

 

C043 ISE(｢伊勢｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 42分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4120110024888(2011.08.19) 

(731)出願人 ISE CONSULTING CO.,LTD. 

(111)登録番号(日付) 4102456020000(2012.11.27)  

(260)公告番号(日付) 4120120054404(2012.08.21)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.11.06) 

遡及区分(日付) (2011.08.19) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

C044 Shima(｢志摩｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 18分類(10 版) 20 分類(10 版) 

24分類(10 版) 25 分類(10 版) 

35分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4520150009215(2015.10.06) 

(731)出願人 株式会社しまむら 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.10.06) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

  



Ｃ．旧地名 

62 

 

 

 

C045 Sima 시마(｢志摩｣の発音のローマ字表記、ハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020060000292(2006.01.03) 

(731)出願人 キム・ヨンジン 

(111)登録番号(日付) 4007028840000(2007.03.19) 

(260)公告番号(日付) 4020060076186(2006.12.08) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.02.12) 

遡及区分(日付) (2006.01.03) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

C046 IGA(｢伊賀｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(7版) 21 分類(7版)   

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5020010001426(2001.01.31) 

(731)出願人 IGA, INC. 

(111)登録番号(日付) 4002094910000(2001.04.19)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019890026809(1989.10.25)  

(300)関連出願番号 4019890026809   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2001.04.10) 

遡及区分(日付) (2001.01.31) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

※他の類への出願も複数あり。 

5020000003443(第 30類)、5020100008422(第 30類)、5020000007211(第 30、32類)、 

5620070008397(第 36、35、42、43類)、5020000007210(第 31、29、30 類)。 

  



Ｃ．旧地名 

63 

 

 

 

C047 IGA(｢伊賀｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 29分類(8版) 30 分類(8版) 

35分類(8版) 

 

 

 

(111)国際登録番号(日付) 831199(2003.12.31)  

(731)出願人 IGA, Inc.(519592), IGA, INC. 

(520000182610), 

(151)登録日 2005.10.10 

(260)公告番号(日付) 4520050045526(2005.08.18) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.10.10) 

遡及区分(日付) (2003.12.31) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、英

文商標、一般 

 

 

 

C048 아기(｢伊賀｣のハングル表記) 

(511)商品分類 05分類(8版)  

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620020008482(2002.07.02) 

(731)出願人 明仁製薬株式会社 

(111)登録番号(日付) 4002446500000(2002.10.24)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019910019957(1991.07.10)  

(300)関連出願番号 4019910019957 5020020007889   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2002.10.24) 

遡及区分(日付) (2002.07.02) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

64 

 

 

 

C049 가가(｢加賀｣のハングル表記) 

(511)商品分類 37分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120150015025(2015.03.31) 

(731)出願人 GAGA EQUIPMENT Inc 

(111)登録番号(日付) 4103361280000(2015.10.26) 

(260)公告番号(日付) 4120150079352(2015.08.05) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.10.19) 

遡及区分(日付) (2015.03.31) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

C050 WAKASA(｢若狭｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 32分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020050029967(2005.06.27) 

(731)出願人 株式会社サンクロレラ   

(111)登録番号(日付) 4006825430000(2006.10.20)  

(260)公告番号(日付) 4020060038831(2006.06.29)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.08.24) 

遡及区分(日付) (2005.06.27) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

65 

 

 

 

C051 와카사(｢若狭｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 43分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120150038748(2015.08.17) 

(731)出願人 イム・スンジャ 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4120160001829(2016.01.07) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.08.17) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

C052 KAWACHI(｢河内｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020090038699(2009.08.13) 

(731)出願人 キム・ヨンウ  

(111)登録番号(日付) 4008524150000(2011.02.08)  

(260)公告番号(日付) 4020100059191(2010.11.11)  

(641)元出願番号(日付) 28分類(9版)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.02.01) 

遡及区分(日付) (2009.08.13) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

66 

 

 

 

C053 IZUMI(｢和泉、泉｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(8版) 11 分類(8版)  

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620040010692(2004.09.07) 

(731)出願人 和泉電気株式会社 

(111)登録番号(日付) 4000411980000(2005.01.06)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019690007304(1969.09.05)  

(300)関連出願番号 4019690007304 5019940002782 

5020040009733   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.01.06) 

遡及区分(日付) (2004.09.07) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C054 IZUMI(｢和泉、泉｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 08分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 7020080000624(2008.10.28) 

(731)出願人 IZUMI PRODUCTS COMPANY 

(111)登録番号(日付) 4006376800000(2010.02.24)  

(260)公告番号(日付) 7020090048603(2009.11.04) 

(641)元出願番号(日付) 4020040049873(2004.11.04) 

(300)関連出願番号 4020040049873   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.01.14) 

遡及区分(日付) (2008.10.28) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

67 

 

 

 

C055 IZUMI(｢和泉、泉｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(7版) 11 分類(7版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 5019990003626(1999.05.14) 

(731)出願人 株式会社泉精器製作所   

(111)登録番号(日付) 4001704080000(1999.12.28)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019880002650(1988.02.08)  

(300)関連出願番号 4019880002650 5020090008239   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(1999.10.28) 

遡及区分(日付) (1999.05.14) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C056 IZUMI(｢和泉、泉｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 12分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020030053109(2003.12.01) 

(731)出願人 キム・ドンファン 

(111)登録番号(日付) 4006260010000(2005.07.25)  

(260)公告番号(日付) 4020050019239(2005.04.08)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.06.24) 

遡及区分(日付) (2003.12.01) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

68 

 

 

 

C057 이즈미(｢和泉、泉｣のハングル表記) 

 (511)商品分類 32分類(10 版)  

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020120062997(2012.10.10) 

(731)出願人 チェ・ジェイク 

(111)登録番号(日付) 4010203570000(2014.02.03) 

(260)公告番号(日付) 4020130086394(2013.09.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.12.03) 

遡及区分(日付) (2012.10.10) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

※同一出願人で 5620040011258(2004.09.23)(第 43 類)、4120120033653(2012.10.10) 

(第 44 類)の出願あり。 

 

 

 

C058 IZUMI(｢和泉、泉｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020100020833(2010.04.20） 

(731)出願人 ソン・ムヒョン 

(111)登録番号(日付) 4008972320000(2012.01.02） 

(260)公告番号(日付) 4020110072391(2011.10.10） 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.12.22) 

遡及区分(日付) (2010.04.20) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

69 

 

 

 

C059 大和(｢大和｣の漢字表記) 

(511)商品分類 40分類(7版)   

 

(220)出願番号(日付) 5120000000275(2000.04.08) 

(731)出願人 キム・ジョンジュ 

(111)登録番号(日付) 4100136820000(2000.06.22)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4119890002634(1989.10.06)  

(300)関連出願番号 4119890002634   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2000.05.30) 

遡及区分(日付) (2000.04.08) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般 

 

 

 

C060 YAMATO(｢大和｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(9版) 08 分類(9版) 

09分類(9版) 11 分類(9版) 

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620070004214(2007.02.21) 

(731)出願人 株式会社フェニックス貿易 

(111)登録番号(日付) 4003574340000(2007.06.01) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019950029004(1995.07.27) 

(300)関連出願番号 4019950029004 5020070003688  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.06.01) 

遡及区分(日付) (2007.02.21) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

70 

 

 

 

C061 YAMATO(｢大和｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020050050241(2005.10.27) 

(731)出願人 YAMATO INTERNATIONAL INC. 

(111)登録番号(日付) 4006729110000(2006.08.03)  

(260)公告番号(日付) 4020060033669(2006.06.02)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.07.07) 

遡及区分(日付) (2005.10.27) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

C062 YAMATO(｢大和｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(8版)   

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620060011779(2006.08.07) 

(731)出願人 ヤマトセイコー株式会社(doing 

business as YAMATO SCALE 

CO., LTD.)  

(111)登録番号(日付) 4001309710000(2006.12.05)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019850015558(1985.09.12)  

(300)関連出願番号 4019850015558 5019960003409 

5020060010491   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.12.05) 

遡及区分(日付) (2006.08.07) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

71 

 

 

 

C063 YAMATO(｢大和｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(8版)   

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620040013987(2004.12.04) 

(731)出願人 ヤマトプロテック株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001106640000(2005.02.22)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019840006808(1984.05.01)  

(300)関連出願番号 4019840006808 5019940007085 

5020040012722   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.02.22) 

遡及区分(日付) (2004.12.04) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C064 YAMATO(｢大和｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(9版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020080060488(2008.12.31) 

(731)出願人 キム・ヒョンウク  

(111)登録番号(日付) 4008183030000(2010.03.29)  

(260)公告番号(日付) 4020090049486(2009.11.10)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.02.01) 

遡及区分(日付) (2008.12.31) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

72 

 

 

 

C065 YAMATO(｢大和｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(8版) 26 分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620020015334(2002.12.17) 

(731)出願人 ヤマトミシン製造株式会社 

(111)登録番号(日付) 4000286800000(2003.03.14)  

(260)公告番号(日付) 4019730028680(1973.01.04)  

(641)元出願番号(日付) 4019680004526(1968.12.05) 

(300)関連出願番号 4019680004526 5019920002002 

5020020013887 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2003.03.14) 

遡及区分(日付) (2002.12.17) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

C066 YAMATO(｢大和｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 08分類(9版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 5620090002976(2009.02.26) 

(731)出願人 ジョン・ドンホ 

(111)登録番号(日付) 4004427930000(2009.07.14)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019970054763(1997.11.25)  

(300)関連出願番号 4019970054763 5020090004549   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.07.14) 

遡及区分(日付) (2009.02.26) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

73 

 

 

 

C067 大和(｢大和｣の漢字表記) 

(511)商品分類 36分類(8版)   

 

(220)出願番号(日付) 5620050006231(2005.04.20) 

(731)出願人 株式会社大和証券グループ本社   

(111)登録番号(日付) 4100286630000(2005.09.23)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4119940001706(1994.03.07)  

(300)関連出願番号 4119940001706 5120050000700   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.09.23) 

遡及区分(日付) (2005.04.20) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C068 大和(｢大和｣の漢字表記) 

(511)商品分類 40分類(7版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 5120000000275(2000.04.08) 

(731)出願人 キム・ジョンジュ 

(111)登録番号(日付) 4100136820000(2000.06.22)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4119890002634(1989.10.06)  

(300)関連出願番号 4119890002634   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2000.05.30) 

遡及区分(日付) (2000.04.08) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

74 

 

 

 

C069 ヤマト(｢大和｣のカタカナ表記) 

(511)商品分類 09分類(8版)   

 

 
 

 

(220)出願番号(日付) 5620040005011(2004.04.22) 

(731)出願人 ヤマトプロテック株式会社 

(111)登録番号(日付) 4000372370000(2004.06.21)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019690003313(1969.03.22)  

(300)関連出願番号 4019690003313 5019940001520 

5020040004543   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.06.21) 

遡及区分(日付) (2004.04.22) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C070 야마토(｢大和｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 07分類(8版) 26 分類(8版)   

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620030010500(2003.08.05) 

(731)出願人 ヤマトミシン製造株式会社 

(111)登録番号(日付) 4000325960000(2003.09.29)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019690001024(1969.01.23)  

(300)関連出願番号 4019690001024 5019920002003 

5020030009359   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2003.09.29) 

遡及区分(日付) (2003.08.05) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

75 

 

 

 

C071 大和대화(｢大和｣の漢字表示、漢字のハングル) 

(511)商品分類 09分類(9版) 10 分類(9版) 

14分類(9版) 21 分類(9版) 

25分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 5620070003185(2007.02.06)  

(731)出願人 TAEHWA LATEX CO.,LTD. 

(111)登録番号(日付) 4003559950000(2007.05.08) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019950001041(1995.01.12) 

(300)関連出願番号 4019950001041 5020070002766 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.05.08) 

遡及区分(日付) (2007.02.06) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C072 YAMATO(｢大和｣のローマ字表示) 

(511)商品分類 03分類(9版) 08 分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620080011769(2008.05.27) 

(731)出願人 株式会社フェニックス貿易 

(111)登録番号(日付) 4004075730000(2008.12.18) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019960047183(1996.10.23) 

(300)関連出願番号 4019960047183 5020080010660 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.12.18) 

遡及区分(日付) (2008.05.27) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

76 

 

 

 

C073 大和(｢大和｣の漢字表記) 

(511)商品分類 06分類(9版) 14 分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5020090014936(2009.10.19) 

(731)出願人 (株)大和工業 

(111)登録番号(日付) 4004625170000(2010.04.05) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019990008051(1999.03.11) 

(300)関連出願番号 4019990008051 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.02.11) 

遡及区分(日付) (2009.10.19) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C074 TANGO(｢丹後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 30分類(8版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020040056654(2004.12.15) 

(731)出願人 GCIH TRADEMARKS LTD 

(111)登録番号(日付) 4006431680000(2005.12.14)  

(260)公告番号(日付) 4020050047646(2005.08.31)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.10.26) 

遡及区分(日付) (2004.12.15) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

77 

 

 

 

C075 TANGO(｢丹後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(9版) 12 分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620080015432(2008.07.02) 

(731)出願人 現代自動車株式会社 

(111)登録番号(日付) 4004086730000(2008.11.18) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019970023815(1997.05.26) 

(300)関連出願番号 4019970023815 5020080013958 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.11.18) 

遡及区分(日付) (2008.07.02) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C076 TANGO(｢丹後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(10 版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020140001372(2014.01.08) 

(731)出願人 (株)アモーレパシフィック   

(111)登録番号(日付) 4010921610000(2015.03.06)  

(260)公告番号(日付) 4020140105894(2014.11.07)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.01.16) 

遡及区分(日付) (2014.01.08) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

78 

 

 

 

C077 Tango(｢丹後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 18分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020120018524(2012.03.21) 

(731)出願人 (株)シージェイオーショッピン

グ   

(111)登録番号(日付) 4009723930000(2013.06.03)  

(260)公告番号(日付) 4020130014102(2013.02.15)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態  

最終処分(日付) 登録 

遡及区分(日付) 登録決定(一般)(2013.04.22) 

審判事項 (2012.03.21) 

区分  

 

 

 

C078 TANGO(｢丹後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 29分類(9版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 5620070023656(2007.12.24) 

(731)出願人 Rexel S.A. 

(111)登録番号(日付) 4003873670000(2008.03.05)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019960031977(1996.07.22) 

(300)関連出願番号 4019960031977 5020070020859   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.03.05) 

遡及区分(日付) (2007.12.24) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

79 

 

 

 

C079 TANGO(｢丹後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 06分類(8版)   

 
(111)国際登録番号(日付) 847427(2004.11.18) 

(731)出願人 Truth Hardware 

Corporation(550910) 

(151)登録日 2006.04.20 

(260)公告番号(日付) 4020060014767(2006.03.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.04.20) 

遡及区分(日付) (2004.09.21) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、英

文商標、一般 

 

 

 

C080 TANGO(｢丹後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 14分類(8版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020020055277(2002.11.29) 

(731)出願人 RAYMOND WEIL S.A. 

(111)登録番号(日付) 4005848130000(2004.06.11)  

(260)公告番号(日付) 4020040018475(2004.04.14)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.06.03) 

遡及区分(日付) (2002.11.29) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

80 

 

 

 

C081 TANGO(｢丹後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(9版)   

 

(220)出願番号(日付) 5620070008953(2007.05.16) 

(731)出願人 Motorola Solutions, Inc. 

(111)登録番号(日付) 4003703420000(2007.07.26)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019950026747(1995.07.10)  

(300)関連出願番号 4019950026747 5020070007911   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.07.26) 

遡及区分(日付) (2007.05.16) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C082 TANGO(｢丹後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 11分類(7版)   

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4019990044025(1999.11.19) 

(731)出願人 Koninklijke Philips N.V. 

(111)登録番号(日付) 4004831960000(2000.12.11)  

(260)公告番号(日付) 4020000032275(2000.10.02)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2000.11.13) 

遡及区分(日付) (1999.05.28) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

81 

 

 

 

C083 TAJIMA(｢但馬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 08分類(8版)   

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 7020050000212(2005.04.12) 

(731)出願人 株式会社 TJM デザイン 

(111)登録番号(日付) 4001742710000(2006.04.26)  

(260)公告番号(日付) 7020060006691(2006.02.01) 

(641)元出願番号(日付) 4019880023121(1988.10.18)  

(300)関連出願番号 4019880023121 5019990005736 

5020090008653 7020040000214   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.03.28) 

遡及区分(日付) (2005.04.12) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C084 TAJIMA(｢但馬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 7020040000213(2004.04.19) 

(731)出願人 株式会社 TJM デザイン 

(111)登録番号(日付) 4002087380000(2005.05.04)  

(260)公告番号(日付) 7020050006794(2005.02.02) 

(641)元出願番号(日付) 4019890031354(1989.12.14)  

(300)関連出願番号 4019890031354 5020000010646   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.04.06) 

遡及区分(日付) (2004.04.19) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

82 

 

 

 

C085 TAJIMA(｢但馬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 01分類(7版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4019990038655(1999.10.14) 

(731)出願人 ジョン・サンオク 

(111)登録番号(日付) 4004835190000(2000.12.14) 

(260)公告番号(日付) 4020000025833(2000.08.01) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2000.10.11) 

遡及区分(日付) (1999.10.14) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

C086 TAJIMA(｢但馬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 06分類(7版) 17 分類(7版) 

19分類(7版)  

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5020000006931(2000.08.02) 

(731)出願人 株式会社田島  

(111)登録番号(日付) 4002082430000(2001.04.10)  

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019890023739(1989.09.21)  

(300)関連出願番号 4019890023739   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2001.04.03) 

遡及区分(日付) (2000.08.02) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

83 

 

 

 

C087 타자마(｢但馬｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 01分類(9版) 02 分類(9版) 

09分類(9版) 16 分類(9版) 

17分類(9版) 19 分類(9版) 

37分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4520100002677(2010.06.22) 

(731)出願人 ソン・ユング   

(111)登録番号(日付) 4500366580000(2011.10.18)  

(260)公告番号(日付) 4520110046735(2011.07.08)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.10.05) 

遡及区分(日付) (2010.06.22) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

C088 TAJIMA(｢但馬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版) 26 分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 5620070006175(2007.03.27) 

(731)出願人 東海工業ミシン株式会社 

(111)登録番号(日付) 4003592610000(2007.09.05) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019950011404(1995.03.27) 

(300)関連出願番号 4019950011404 5020070005466 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.09.05) 

遡及区分(日付) (2007.03.27) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

84 

 

 

 

C089 Tajima(｢但馬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 06分類(7版) 09 分類(7版)   

 

(220)出願番号(日付) 4520000000525(2000.02.10) 

(731)出願人 三和タジマ株式会社 

(111)登録番号(日付) 4500033400000(2001.07.05) 

(260)公告番号(日付) 4520010014095(2001.04.16) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2001.05.29) 

遡及区分(日付) (2000.02.10) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

 

 

C090 INABA(｢因幡｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 31分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020070009045(2007.02.15) 

(731)出願人 いなば食品株式会社 

(111)登録番号(日付) 4007352040000(2008.01.23) 

(260)公告番号(日付) 4020070051182(2007.09.05)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.11.29)  

遡及区分(日付) (2007.02.15) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

85 

 

 

 

C091 INABA(｢因幡｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 31分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020040048615(2004.10.27) 

(731)出願人 いなば食品株式会社 

(111)登録番号(日付) 4006384900000(2005.11.10) 

(260)公告番号(日付) 4020050042326(2005.08.03)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.09.23) 

遡及区分(日付) (2004.10.27) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

 

 

 

C092 INABA(｢因幡｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 17分類(10 版) 19 分類(10 版) 

06分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020130001210(2013.01.08) 

(731)出願人 因幡電機産業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4010450760000(2014.06.27) 

(260)公告番号(日付) 4020140028495(2014.03.31) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.06.17) 

遡及区分(日付) (2013.01.08) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

86 

 

 

 

C093 IZUMO(｢出雲｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(10 版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020140064845(2014.09.29) 

(731)出願人 イ・ジョンフン 

(111)登録番号(日付) 4011287550000(2015.09.08)  

(260)公告番号(日付) 4020150041461(2015.04.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.07.21) 

遡及区分(日付) (2014.09.29) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

C094 OKI(｢隠岐｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版)  

 
 

 

(220)出願番号(日付) 4020110007516(2011.02.15) 

(731)出願人 沖電気工業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4009319640000(2012.08.27)  

(260)公告番号(日付) 4020120034196(2012.05.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  4020110067547   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.08.22) 

遡及区分(日付) (2011.02.15) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

※他の類にも複数の出願あり。 

5020080025621(第 14類)、5020090007574(第 9類)、5020090007570(第 16、9類)、 

5020090007568(第 16類)、5020080025624(第 16、2類)、7520120000027(第 9類)、 

4520120000787(第 16、37、11、28 類)、4020110067547(第 9 類)、5020090010161(第 9、16 類)、

5020090009158(第 15、9類)  



Ｃ．旧地名 

87 

 

 

 

C095 오키 OKI(｢隠岐｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 29分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020130024525(2013.04.17) 

(731)出願人 (株)スヨンコーポレーション 

(111)登録番号(日付) 4010501410000(2014.07.28) 

(260)公告番号(日付) 4020140021450(2014.03.10) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.05.28) 

遡及区分(日付) (2013.04.17) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 

 

 

 

C096 OKI(｢隠岐｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 29分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020130074037(2013.11.07) 

(731)出願人 MEWAH BRANDS (S) PTE LTD 

(111)登録番号(日付) 4010808820000(2015.01.12) 

(260)公告番号(日付) 4020140091382(2014.10.01) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.12.16) 

遡及区分(日付) (2013.11.07) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

  



Ｃ．旧地名 

88 

 

 

 

C097 오끼(｢隠岐｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 09分類(9版) 16 分類(9版)  

 

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5020090010160(2009.06.29) 

(731)出願人 沖電気工業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001763720000(2009.11.10) 

(260)公告番号(日付) (1989.06.21) 

(641)元出願番号(日付) 4019880002733(1988.02.08) 

(300)関連出願番号 4019880002733 5019990004160 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.10.05) 

遡及区分(日付) (2009.06.29) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

※他の類にも複数の出願あり。 

5020080025623(第 16、2類)、5020090006042(第 9類)、5020090007571(第 16、9類)、

5020080025622(第 14 類)、5020090007576(第 17、11、9、7 類)、5020090009159(第 15、 9 類)、

5020090007569(第 16類) 

 

 

C098 OKI(｢隠岐｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 34分類(9版)   

 

(220)出願番号(日付) 4020070038119(2007.07.18) 

(731)出願人 ROCK 

INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE 

LTD 

(111)登録番号(日付) 4007482500000(2008.05.29) 

(260)公告番号(日付) 4020080004548(2008.01.29) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.04.17) 

遡及区分(日付) (2007.07.18) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

  



Ｃ．旧地名 

89 

 

 

 

C099 비젠(｢備前｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 35分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120060015545(2006.06.16) 

(731)出願人 イ・ヤンヒィ 

(111)登録番号(日付) 4101496620000(2007.06.08) 

(260)公告番号(日付) 4120070013466(2007.03.02) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.04.11) 

遡及区分(日付) (2006.06.16) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

 

 

C100 비젠(｢備前｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 42分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120140035597(2014.09.02) 

(731)出願人 VIZEN SOFT CO., LTD. 

(111)登録番号(日付) 4103241510000(2015.06.11) 

(260)公告番号(日付) 4120150021493(2015.03.04) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.05.27) 

遡及区分(日付) (2014.09.02) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

  



Ｃ．旧地名 

90 

 

 

 

C101 BINGO(｢備後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 11分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020100000500(2010.01.06) 

(731)出願人 エルジー電子株式会社 

(111)登録番号(日付) 4008580980000(2011.03.22) 

(260)公告番号(日付) 4020100067700(2010.12.22) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.03.14) 

遡及区分(日付) (2010.01.06) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

C102 BINGO(｢備後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 34分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620080022454(2008.09.29) 

(731)出願人 N. V. Sumatra Tobacco 

Trading Compan 

(111)登録番号(日付) 4004392550000(2009.06.01) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019980000178(1998.01.07) 

(300)関連出願番号 4019980000178 5020080020404 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.06.01) 

遡及区分(日付) (2008.09.29) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

  

 

  



Ｃ．旧地名 

91 

 

 

 

C103 Bingo(｢備後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020130013610(2013.03.05) 

(731)出願人 (株)アモーレパシフィック 

(111)登録番号(日付) 4010372870000(2014.05.14) 

(260)公告番号(日付) 4020140002431(2014.01.10) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.04.01) 

遡及区分(日付) (2013.03.05) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

C104 Bingo(｢備後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020130026787(2013.04.25) 

(731)出願人 KTB投資証券株式会社 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2013.04.25) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

  



Ｃ．旧地名 

92 

 

 

 

C105 Bingo(｢備後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020110022736(2011.04.27) 

(731)出願人 イ・ドンウォン 

(111)登録番号(日付) 4009402620000(2012.11.07) 

(260)公告番号(日付) 4020120039165(2012.06.19)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.09.11) 

遡及区分(日付) (2011.04.27) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標  

 

 

 

C106 AKI(｢安芸｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 08分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020030044882(2003.10.13) 

(731)出願人 ハン・ヨンドン 

(111)登録番号(日付) 4006051230000(2005.01.06) 

(260)公告番号(日付) 4020040058453(2004.11.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.12.31) 

遡及区分(日付) (2003.10.13) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

  



Ｃ．旧地名 

93 

 

 

 

C107 AKI(｢安芸｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(8版) 21 分類(8版)  

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620050012166(2005.08.31) 

(731)出願人 愛敬産業(株) 

(111)登録番号(日付) 4003304560000(2005.12.08) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019940036343(1994.09.08) 

(300)関連出願番号 4019940036343 5020050010818 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.12.27) 

遡及区分(日付) (2005.08.31) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C108 아키(｢安芸｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 03分類(8版) 21 分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620050012167(2005.08.31) 

(731)出願人 愛敬産業(株) 

(111)登録番号(日付) 4003304570000(2005.12.23) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019940036342(1994.09.08) 

(300)関連出願番号 4019940036342 5020050010819 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.12.23) 

遡及区分(日付) (2005.08.31) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

  



Ｃ．旧地名 

94 

 

 

 

C109 NAGATO(｢長門｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(7版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020000026176(2000.05.31) 

(731)出願人 HONG, SANG UK TANAKA 

INTERNATIONAL CO.,LTD. 

(111)登録番号(日付) 4005059880000(2001.11.08) 

(260)公告番号(日付) 4020010023312(2001.07.14) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2001.09.07) 

遡及区分(日付) (2000.05.31) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、色彩商標 

 

 

 

C110 Kii(｢紀伊｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 10分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150064252(2015.08.28) 

(731)出願人 APPLIED MEDICAL RESOURCES 

CORPORATION 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4020150139684(2015.12.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.08.28) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

  



Ｃ．旧地名 

95 

 

 

 

C111 KII(｢紀伊｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(8版) 11 分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020050050612(2005.10.27) 

(731)出願人 カン・ソック 

(111)登録番号(日付) 4006780940000(2006.09.12) 

(260)公告番号(日付) 4020060042687(2006.07.13) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.08.30) 

遡及区分(日付) (2005.10.27) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

C112 Awaji(｢淡路｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 06分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020060050113(2006.09.29) 

(731)出願人 淡路マテリア株式会社 

(111)登録番号(日付) 4007269230000(2007.10.30) 

(260)公告番号(日付) 4020070041422(2007.07.24) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.10.16) 

遡及区分(日付) (2006.04.10) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

  



Ｃ．旧地名 

96 

 

 

 

C113 아파(｢阿波｣の漢字のハングル) 

(511)商品分類 38分類(10 版) 44 分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120150021077(2015.05.06) 

(731)出願人 イ・ギュジン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4120150116831(2015.11.05) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2016.01.07) 

遡及区分(日付) (2015.05.06) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

C114 TOSA(｢土佐｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(9版)  

 
 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020110012873(2011.03.14) 

(731)出願人 チェ・ヨヒィ 

(111)登録番号(日付) 4009054530000(2012.02.20) 

(260)公告番号(日付) 4020110085946(2011.11.18)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.02.15) 

遡及区分(日付) (2011.03.14)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

  



Ｃ．旧地名 

97 

 

 

 

C115 TOSA(｢土佐｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 14分類(9版) 

 

(111)国際登録番号(日付) 1021597(2009.06.02) 

(731)出願人 TOSA Co., Ltd.(711123), TOSA 

Co., Ltd. (520100455447), 

(151)登録日 2011.02.17 

(260)公告番号(日付) 4020100065555(2010.12.13) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.02.17) 

遡及区分(日付) (2009.06.02) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

 

 

 

C116 HIZEN(｢肥前｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150016824(2015.03.06) 

(731)出願人 ハイジェンモーター株式会社 

(111)登録番号(日付) 4011424000000(2015.11.11) 

(260)公告番号(日付) 4020150064023(2015.06.25) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.09.18) 

遡及区分(日付) (2015.03.06) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

  



Ｃ．旧地名 

98 

 

 

 

C117 Hizen(｢肥前｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(10 版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020120060799(2012.09.26) 

(731)出願人 株式会社ハイジェン 

(111)登録番号(日付) 4010241730000(2014.02.24) 

(260)公告番号(日付) 4020130092698(2013.10.02)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.12.23)  

遡及区分(日付) (2012.09.26)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標  

 

 

 

C118 hizen(｢肥前｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020050052796(2005.11.11)  

(731)出願人 株式会社ハイスマテック 

(111)登録番号(日付) 4006845680000(2006.11.07)  

(260)公告番号(日付) 4020060050736(2006.08.23)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.10.17) 

遡及区分(日付) (2005.11.11) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

  



Ｃ．旧地名 

99 

 

 

 

C119 이끼 Iki(｢壱岐｣のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 29分類(10 版) 43 分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 4520120003678(2012.07.24) 

(731)出願人 イ・サンドク 

(111)登録番号(日付) 4500426150000(2012.12.06) 

(260)公告番号(日付) 4520120058668(2012.09.03)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.11.28) 

遡及区分(日付) (2012.07.24) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 

 

 

 

C120 TESHIO(｢手塩｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(9版) 35 分類(9版)  

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4520090001226(2009.04.09) 

(731)出願人 チョン・ジョンフン 

(111)登録番号(日付) 4500322670000(2010.09.10) 

(260)公告番号(日付) 4520100032893(2010.06.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.09.08) 

遡及区分(日付) (2009.04.09) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

  



Ｃ．旧地名 

100 

 

 

 

C121 KUSHIRO(｢釧路｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 43分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120100030818(2010.12.01) 

(731)出願人 ハン・ブホ 

(111)登録番号(日付) 4102258710000(2012.02.06) 

(260)公告番号(日付) 4120110080090(2011.11.02) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.01.19) 

遡及区分(日付) (2010.12.01) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

C122 釧路(｢釧路｣の漢字表記) 

(511)商品分類 43分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120100031104(2010.12.03) 

(731)出願人 ハン・ブホ 

(111)登録番号(日付) 4102265780000(2012.02.15) 

(260)公告番号(日付) 4120110085813(2011.11.18) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.02.02) 

遡及区分(日付) (2010.12.03) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般商標 

  



Ｃ．旧地名 

101 

 

 

 

C123 구시로(｢釧路｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 43分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120100030816(2010.12.01) 

(731)出願人 ハン・ブホ 

(111)登録番号(日付) 4102258540000(2012.02.06) 

(260)公告番号(日付) 4120110080088(2011.11.02) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.01.19) 

遡及区分(日付) (2010.12.01) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

C124 HIDAKA(｢日高｣のハングル表記) 

(511)商品分類 07分類(8版)  

 

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620040011305(2004.09.23) 

(731)出願人 日高精機株式会社 

(111)登録番号(日付) 4002988160000(2005.07.21) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019930029654(1993.08.19) 

(300)関連出願番号 4019930029654 5020040010276 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.07.21) 

遡及区分(日付) (2004.09.23) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

  



Ｃ．旧地名 

102 

 

 

 

C125 IWAKI(｢磐城｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020110006417(2011.02.08) 

(731)出願人 キム・ヨンウ 

(111)登録番号(日付) 4009045570000(2012.02.14) 

(260)公告番号(日付) 4020110090097(2011.12.02) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.02.14) 

遡及区分(日付) (2011.02.08) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

C126 iwaki(｢磐城｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 21分類(9版)  

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620070019489(2007.10.31) 

(731)出願人 AGCテクノグラス株式会社 

(111)登録番号(日付) 4003832110000 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019960032634(1996.07.25) 

(300)関連出願番号 4019960032634 5020070017217 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.05.07) 

遡及区分(日付) (2007.10.31) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

  



Ｃ．旧地名 

103 

 

 

 

C127 IWAKI(｢磐城｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620070019488(2007.10.31) 

(731)出願人 AGCテクノグラス株式会社 

(111)登録番号(日付) 4003863690000 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019960032635(1996.07.25) 

(300)関連出願番号 4019960032635 5020070017216 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.07.21) 

遡及区分(日付) (2007.10.31) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C128 IWAKI 이와키(｢磐城｣のローマ字表記、発音のハングル表記) 

(511)商品分類 07分類(8版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620020009979(2002.08.01) 

(731)出願人 株式会社イワキ 

(111)登録番号(日付) 4002574000000(2003.03.05) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019910020226(1991.07.11) 

(300)関連出願番号 4019910020226 5020020009184 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2003.03.05) 

遡及区分(日付) (2002.08.01) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

  



Ｃ．旧地名 

104 

 

 

 

C129 IWAKI(｢磐城｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(8版) 08 分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020060031041(2006.06.13) 

(731)出願人 カン・ジョング 

(111)登録番号(日付) 4007052610000(2007.04.05) 

(260)公告番号(日付) 4020060078872(2006.12.20)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.02.06) 

遡及区分(日付) (2006.06.13) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

 

 

 

C130 이와끼(｢磐城｣のハングル表記) 

(511)商品分類 07分類(8版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620020009980(2002.08.01) 

(731)出願人 株式会社イワキ 

(111)登録番号(日付) 4002574010000(2003.03.05) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019910020227(1991.07.11) 

(300)関連出願番号 4019910020227 5020020009185 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2003.03.05)  

遡及区分(日付) (2002.08.01) 

審判事項  

区分 国内商標、図形商標、一般 

  



Ｃ．旧地名 

105 

 

 

 

C131 uGo(｢羽後｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 12分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020130026025(2013.04.23) 

(731)出願人 キム・ミンジョン 

(111)登録番号(日付) 4010198500000(2014.01.27) 

(260)公告番号(日付) 4020130104812(2013.11.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.01.20) 

遡及区分(日付) (2013.04.23) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

C132 UZEN(｢羽前｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 42分類(10 版)  

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4120150006765(2015.02.11) 

(731)出願人 UZEN Co., Ltd. 

(111)登録番号(日付) 4103337830000(2015.10.05) 

(260)公告番号(日付) 4120150069824(2015.07.09) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.09.30) 

遡及区分(日付) (2015.02.11) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

※同一出願人の 4120150006764(2015.02.11)(第 35類)出願あり。 

  



Ｃ．旧地名 

106 

 

 

 

C133 ENSHU(｢遠州｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版)  

 

 

(111)国際登録番号(日付) 1057034(2010.10.20) 

(731)出願人 ENSHU Limited(754403) 

(151)登録日 (2011.09.21) 

(260)公告番号(日付) 4020110047740(2011.07.12) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.09.21) 

遡及区分(日付) (2010.08.24) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、英

文商標、一般 

 

 

 

C134 SASHU(｢佐州｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(9版)  

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620080012404(2008.06.03) 

(731)出願人 株式会社ウェルコス 

(111)登録番号(日付) 4004050000000(2008.10.06) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019970001066(1997.01.13) 

(300)関連出願番号 4019970001066 5020080011217 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.10.06) 

遡及区分(日付) (2008.06.03) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

  



Ｃ．旧地名 

107 

 

 

 

C135 ESSHU(｢越州｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 33分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020120062443(2012.10.08) 

(731)出願人 朝日酒造株式会社 

(111)登録番号(日付) 4010017080000(2013.10.17) 

(260)公告番号(日付) 4020130060699(2013.06.21) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.09.05) 

遡及区分(日付) (2012.10.08) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

C136 越州(｢越州｣の漢字表記) 

(511)商品分類 33分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020120062442(2012.10.08) 

(731)出願人 朝日酒造株式会社 

(111)登録番号(日付) 4010017290000(2013.10.17) 

(260)公告番号(日付) 4020130060698(2013.06.21) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.09.05) 

遡及区分(日付) (2012.10.08) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般商標 

  



Ｃ．旧地名 
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C137 越州(｢越州｣の漢字表記) 

(511)商品分類 33分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020120080110(2012.12.27) 

(731)出願人 朝日酒造株式会社 

(111)登録番号(日付) 4010110600000(2013.12.04) 

(260)公告番号(日付) 4020130071748(2013.07.23) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.10.15) 

遡及区分(日付) (2012.12.27) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般商標 

 

 

 

C138 엣슈(｢越州｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 33分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020120062444(2012.10.08) 

(731)出願人 朝日酒造株式会社 

(111)登録番号(日付) 4010017090000(2013.10.17) 

(260)公告番号(日付) 4020130060700(2013.06.21) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.09.05) 

遡及区分(日付) (2012.10.08) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

  



Ｃ．旧地名 

109 

 

 

 

C139 까슈(｢加州｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620020012956(2002.10.14) 

(731)出願人 ロッテ製菓株式会社 

(111)登録番号(日付) 4002518440000(2003.01.30) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019910013633(1991.05.14) 

(300)関連出願番号 4019910013633 5020020011840 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2003.01.30) 

遡及区分(日付) (2002.10.14) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C140 HAKUSHU(｢伯州｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 33分類(9版)  

 

 

(111)国際登録番号(日付) 905693(2006.11.01)(2008.06.2

6) 

(731)出願人 SUNTORY LIMITED(440031) 

(151)登録日 (2009.06.20) 

(260)公告番号(日付) 4020090014663(2009.03.24) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.06.20) 

遡及区分(日付) (2008.06.26) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、英

文商標、一般 

  



Ｃ．旧地名 

110 

 

 

 

C141 紀州 Kishu(｢紀州｣の漢字、ローマ字表記) 

(511)商品分類 33分類(9版)  

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620080013673(2008.06.16) 

(731)出願人 チョーヤ梅酒株式会社 

(111)登録番号(日付) 4004063650000(2008.10.14) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019970007046(1997.02.18) 

(300)関連出願番号 4019970007046 5020080012378 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.10.14) 

遡及区分(日付) (2008.06.16) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

C142 KISHU(｢紀州｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 16分類(9版) 35 分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4520080004708(2008.11.18) 

(731)出願人 紀州製紙株式会社 

(111)登録番号(日付) 4500295190000(2009.11.13) 

(260)公告番号(日付) 4520090032548(2009.07.17) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.10.06) 

遡及区分(日付) (2008.11.18) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

  



Ｃ．旧地名 

111 

 

 

 

C143 KISHU(｢紀州｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 16分類(9版) 35 分類(9版)   

 

(220)出願番号(日付) 4520080004707(2008.11.18) 

(731)出願人 紀州製紙株式会社 

(111)登録番号(日付) 4500295180000(2009.11.13)  

(260)公告番号(日付) 4520090032547(2009.07.17)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.10.06)  

遡及区分(日付) (2008.11.18) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ C012(45 ページ)、HITACHI の文字からなる出願の出願番号 

5020000010572、4519990002435、5020010004721、5020010005012、5019990004859、

5019990004867、5620010000577、7019990000356、7019990000344、5019990004889、

5620070006381、4520020002712、7019990000353、7019990000350、5019990004857、

5620010000582、5020010005295、5020010005027、5020010005300、5020010005298、

5020010005029、5620050011157、5020000010573、5019990004888、5020010004725、

5020010005293、5019990004883、4120010016665、5020010005017、5019990004890、

5620010000571、5019990004887、5019990004884、5020010004727、5019990004891、

7120000000012、5020010004719、5620070021101、5620030007432、7019990000404、

5620010000575、5620010000569、5020010005292、5019990004881、7019990000347、

7019990000406、7019990000408、5019990004885、5019990004880、5019990004886、

5019990004882、5019990004864、5019990004854、5020010004723、4019690007051 



Ｄ．地域団体商標 

112 

 

 

 

 

 

Ｄ．地域団体商標 

  



Ｄ．地域団体商標 

113 

Ｄ．地域団体商標 

 

 

 

D001 AKASHI아카시(｢明石｣のローマ字表記、発音のハングル表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020140009915(2014.02.13) 

(731)出願人 キム・ソンヒィ 

(111)登録番号(日付) 4010833010000(2015.01.23) 

(260)公告番号(日付) 4020140090788(2014.09.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.12.11) 

遡及区分(日付) (2014.02.13) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 

 

 

 

D002 AKASHI(｢明石｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 08分類(9版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020090025100(2009.05.29) 

(731)出願人 ユン・スクヨン 

(111)登録番号(日付) 4008298230000(2010.07.13) 

(260)公告番号(日付) 4020100018365(2010.04.12) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.06.25) 

遡及区分(日付) (2009.05.29) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

※同一出願人の 4020090025099(2009.05.29)(第 7 類)出願あり。 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

114 

 

 

 

D003 아카시(｢明石｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 05分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150029822(2015.04.22) 

(731)出願人 ユニメッド製薬株式会社 

(111)登録番号(日付) 4011497800000(2015.12.18) 

(260)公告番号(日付) 4020150096407(2015.09.15) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.12.09) 

遡及区分(日付) (2015.04.22) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D004 아까시(｢明石｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 41分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4520040002321(2004.06.30) 

(731)出願人 オ・ギョンシク 

(111)登録番号(日付) 4500136940000(2005.08.24) 

(260)公告番号(日付) 4520050028852(2005.05.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.07.20) 

遡及区分(日付) (2004.06.30) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D005 아카시(｢明石｣のローマ字表記、発音のハングル表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020140009915(2014.02.13) 

(731)出願人 キム・ソンヒィ 

(111)登録番号(日付) 4010833010000(2015.01.23) 

(260)公告番号(日付) 4020140090788(2014.09.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.12.11) 

遡及区分(日付) (2014.02.13) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 

 

 

 

D006 Aji(｢庵治｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 30分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020050025798(2005.06.07) 

(731)出願人 Kashi Co., Ltd. 

(111)登録番号(日付) 4006703120000(2006.07.12) 

(260)公告番号(日付) 4020060022488(2006.04.11) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.06.15) 

遡及区分(日付) (2005.06.07) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D007 아지(｢庵治｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 18分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020130012708(2013.02.28) 

(731)出願人 キム・ミエ 

(111)登録番号(日付) 4010208380000(2014.02.04) 

(260)公告番号(日付) 4020130096930(2013.10.15) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.01.07) 

遡及区分(日付) (2013.02.28) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

 

 

D008 ASO(｢阿蘇｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 30分類(10 版)  

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020120027987(2012.04.27) 

(731)出願人 株式会社イーランドワールド 

(111)登録番号(日付) 4010068760000(2013.11.13) 

(260)公告番号(日付) 4020130077964(2013.08.14) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.11.05) 

遡及区分(日付) (2012.04.27) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

※同一出願人よる他の類の出願複数あり。 

4120120016908(第 35類)、4120120014802(第 39類)、4120130011989(第 43類)、

4120120014803(第 41類)、4120120014804(第 43類) 
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D009 ASSO아소(｢阿蘇｣のローマ字表記、発音のハングル表記) 

(511)商品分類 08分類(8版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020050038315(2005.08.17) 

(731)出願人 ジン・ジュンドゥク 

(111)登録番号(日付) 4006656180000(2006.06.09) 

(260)公告番号(日付) 4020060017985(2006.03.27) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.05.10) 

遡及区分(日付) (2005.08.17) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

※同一出願人の 4020050038314(2005.08.17)(第 7 類)出願あり。 

 

 

 

D010 아쏘 ASSO(｢阿蘇｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 20分類(9版) 

 
 

 

(220)出願番号(日付) 4020090003367(2009.01.23) 

(731)出願人 キム・ミョンジュン 

(111)登録番号(日付) 4008188630000(2010.04.02) 

(260)公告番号(日付) 4020100000353(2010.01.05) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.03.23) 

遡及区分(日付) (2009.01.23) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 
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D011 ASo(｢阿蘇｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 05分類(9版) 10 分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 5020100002422(2010.02.08) 

(731)出願人 阿蘇製薬株式会社 

(111)登録番号(日付) 4004662280000(2010.06.21) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019990015102(1999.05.07) 

(300)関連出願番号 4019990015102 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.06.15) 

遡及区分(日付) (2010.02.08) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

 

 

D012 aso(｢阿蘇｣の) ローマ字表記 

(511)商品分類 20分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020060061666(2006.12.06)  

(731)出願人 アン・ミソン 

(111)登録番号(日付) 4007280540000(2007.11.13) 

(260)公告番号(日付) 4020070045729(2007.08.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.10.31) 

遡及区分(日付) (2006.12.06) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 
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D013 熱海(｢熱海｣の漢字表記) 

(511)商品分類 36分類(8版)41分類(8版) 

43分類(8版) 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620020014127(2002.11.15) 

(731)出願人 キム・ヨンリョル 

(111)登録番号(日付) 4100221970000(2003.03.28) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4119910003454(1991.08.09) 

(300)関連出願番号 4119910003454 5120020001560 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2003.03.28) 

遡及区分(日付) (2002.11.15) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

D014 熱海(｢熱海｣の漢字表記) 

(511)商品分類 43分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120040007706(2004.04.07) 

(731)出願人 キム・ヨンリョル 

(111)登録番号(日付) 4101181440000(2005.06.30) 

(260)公告番号(日付) 4120050012639(2005.03.11) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.05.06) 

遡及区分(日付) (2004.04.07) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

120 

 

 

 

D015 열해熱海(｢熱海｣の漢字のハングル、漢字表記) 

(511)商品分類 30分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020020024048(2002.05.23) 

(731)出願人 ナム・ジンヨン 

(111)登録番号(日付) 4005552640000(2003.08.01) 

(260)公告番号(日付) 4020030017709(2003.04.18) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録(존속기간만료) 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2003.07.03) 

遡及区分(日付) (2002.05.23) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

D016 아츠(｢厚保｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 02分類(8版) 06 分類(8版) 

11分類(8版) 16 分類(8版) 

17分類(8版) 18 分類(8版) 

19分類(8版) 20 分類(8版) 

22分類(8版) 24 分類(8版) 

27分類(8版) 35 分類(8版) 

37分類(8版) 40 分類(8版) 

42分類(8版) 

 

 

(220)出願番号(日付) 4520050004194(2005.10.24) 

(731)出願人 株式会社エルジー化学 

(111)登録番号(日付) 4500177280000(2006.10.13) 

(260)公告番号(日付) 4520060042626(2006.07.12) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.09.18) 

遡及区分(日付) (2005.10.24) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 
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D017 아스(｢厚保｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 18分類(9版) 25 分類(9版) 

26分類(9版) 35 分類(9版) 

42分類(9版) 45 分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4520090004074(2009.11.05) 

(731)出願人 株式会社ババファッション 

(111)登録番号(日付) 4500351980000(2011.06.22) 

(260)公告番号(日付) 4520110014225(2011.03.07) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.05.18) 

遡及区分(日付) (2009.11.05) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D018 AMAMI(｢奄美｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 5620040012380(2004.10.26) 

(731)出願人 Wella GmbH 

(111)登録番号(日付) 4003028150000(2005.02.15) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019930034410(1993.09.24) 

(300)関連出願番号 4019930034410 5020040011251 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.02.15) 

遡及区分(日付) (2004.10.26) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 
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D019 あまみ(｢奄美｣のひらがな表記) 

(511)商品分類 32分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020080022738(2008.05.09) 

(731)出願人 赤穂化成株式会社 

(111)登録番号(日付) 4007878000000(2009.05.06) 

(260)公告番号(日付) 4020090004909(2009.02.02) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.04.22) 

遡及区分(日付) (2008.05.09) 

審判事項  

区分 国内商標、日語商標、一般 

 

 

 

D020 大島(｢大島｣の漢字表記) 

(511)商品分類 22分類(8版) 28 分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620020003286(2002.02.28) 

(731)出願人 株式会社バナックス 

(111)登録番号(日付) 4002355810000(2002.06.29) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019910009436(1991.04.08) 

(300)関連出願番号 4019910009436 5020020003315 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2002.06.29) 

遡及区分(日付) (2002.02.28) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般 
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D021 Arima(｢有馬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 42分類(7版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120000021844(2000.08.08) 

(731)出願人 ARIMA COMPUTER CORPORATIO 

(111)登録番号(日付) 4101241090000(2005.11.28) 

(260)公告番号(日付) 4120050042214(2005.08.02) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(取消差戻後)(2005.09

.28) 

遡及区分(日付) (2000.08.08) 

審判事項 1. 審判番号:2005 原取消判決

11  

事件の表示:2003 フ(ウォン) 

755(2000 年サービス標出願第

21844 号拒絶決定不服審判)差戻

事件  請求日:2005.04.22 

審決日:2005.06.30  

2. 審判番号:2003 フウォン 755 

事件の表示:2002 ホウォン)6688 

(2000年サービス標出願第 00 

21844号拒絶決定不服審判)上告 

請求日:2003.03.24 

審決日:2005.04.15  

3. 審判番号:2002 ホウォン

6688 

事件の表示:2002 ウォン 2088 

(2000年サービス標出願第

21844号 拒絶決定不服審判)訴  

請求日:2002.10.12 

審決日:2003.03.07  

4. 審判番号:2002 ウォン 2088 

事件の表示:2000 年サービス標

出願第 21844 号拒絶決定不服審

判  請求日:2002.05.24 

審決日:2002.09.09 

区分 国内商標、英文商標、一般 
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D022 Arima(｢有馬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版) 11 分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020080058864(2008.12.19) 

(731)出願人 エルジー電子株式会社 

(111)登録番号(日付) 4008197760000(2010.04.14) 

(260)公告番号(日付) 4020100002677(2010.01.19) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.04.02) 

遡及区分(日付) (2008.12.19) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

※同一出願人の 4020080056605(2008.12.05)(第 9 類)出願あり。 

 

 

 

D023 아리마 arima(｢有馬｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 35分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 4120120039883(2012.11.27) 

(731)出願人 ハン・ギョンジェ 

(111)登録番号(日付) 4102749820000(2013.12.06) 

(260)公告番号(日付) 4120130068094(2013.07.10) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.10.06) 

遡及区分(日付) (2012.11.27) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 
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D024 有馬아리마(｢有馬｣の漢字表記、発音のハングル表記) 

(511)商品分類 41分類(9版) 43 分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 5620070001755(2007.01.22) 

(731)出願人 ホン・スンヨン 

(111)登録番号(日付) 4100346120000(2007.05.22) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4119950002945(1995.04.03) 

(300)関連出願番号 4119950002945 5120070000251 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.05.22) 

遡及区分(日付) (2007.01.22) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D025 IKEDA(｢池田(いけだ)｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020100039363(2010.07.28) 

(731)出願人 ハン・ヨンビン 

(111)登録番号(日付) 4008886220000(2011.11.04) 

(260)公告番号(日付) 4020110049666(2011.07.19) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.10.12) 

遡及区分(日付) (2010.07.28) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 
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D026 ISHIGAKI(｢石垣｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(10 版)11 分類(10 版)  

 

 

(111)国際登録番号(日付) 1199969(2013.12.25) 

(731)出願人 ISHIGAKI COMPANY, 

LIMITED(884134),株式会社石垣

(519980771109) 

(151)登録日 2015.04.01 

(260)公告番号(日付) 4020150003782(2015.01.14) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.04.01) 

遡及区分(日付) (2013.12.25) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

 

 

 

D027 ISHIGAKI(｢石垣｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(10 版) 11 分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150056952(2015.07.30) 

(731)出願人 株式会社石垣 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.07.01) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 
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D028 ICHIKAWA(｢市川｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020080001420(2008.01.10) 

(731)出願人 ソン・ジヨン 

(111)登録番号(日付) 4007653610000(2008.10.17) 

(260)公告番号(日付) 4020080043280(2008.07.17) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.10.16) 

遡及区分(日付) (2008.01.10) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

D029 이토(｢伊東、渭東｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 01分類(8版) 19 分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020060058133(2006.11.16) 

(731)出願人 イ・ドンヒィ 

(111)登録番号(日付) 4007297460000(2007.11.30) 

(260)公告番号(日付) 4020070045123(2007.08.03) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.10.29) 

遡及区分(日付) (2006.11.16) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 
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D030 이토(｢伊東、渭東｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 21分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020060030594(2006.06.09) 

(731)出願人 ユイル貿易株式会社 

(111)登録番号(日付) 4007187610000(2007.07.27) 

(260)公告番号(日付) 4020070018890(2007.04.04) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.06.01) 

遡及区分(日付) (2006.06.09) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

 

D031 ito(｢伊東、 渭東｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020040010867(2004.03.10) 

(731)出願人 伊東浩一 

(111)登録番号(日付) 4006424420000(2005.12.08)  

(260)公告番号(日付) 4020050044381(2005.08.10)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.10.12)  

遡及区分(日付) (2004.03.10)  

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般  

  



Ｄ．地域団体商標 
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D032 ito(｢伊東、 渭東｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 18分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020120056991(2012.09.11)  

(731)出願人 ITO LUGGAGE CO. LTD 

(111)登録番号(日付) 4009934240000(2013.09.06)  

(260)公告番号(日付) 4020130062242(2013.06.26)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.09.04)  

遡及区分(日付) (2012.09.11)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標  

 

 

 

D033 UEDA(｢上田｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020100006026(2010.02.03) 

(731)出願人 イ・スンジャ 

(111)登録番号(日付) 4008731980000(2011.07.18) 

(260)公告番号(日付) 4020110011032(2011.02.21) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.05.17) 

遡及区分(日付) (2010.02.03) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

※同一出願人の 4020120056373(2012.09.07)(第 25類)出願あり。 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D034 우지(｢宇治｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 03分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150092205(2015.12.11) 

(731)出願人 イム・チュンヒィ 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.12.11) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D035 江戸(｢江戸｣の漢字表記) 

(511)商品分類 43分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4520050001998(2005.05.04) 

(731)出願人 キム・ヒョクジュ 

(111)登録番号(日付) 4500173590000(2006.09.06) 

(260)公告番号(日付) 4520060030287(2006.05.16) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.07.04) 

遡及区分(日付) (2005.05.04) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D036 EDO(｢江戸｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 42分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120110029090(2011.09.21) 

(731)出願人 ホン・ソンアン 

(111)登録番号(日付) 4102460580000(2012.12.03) 

(260)公告番号(日付) 4120120048577(2012.07.27) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.10.08) 

遡及区分(日付) (2011.09.21) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

D037 에도(｢江戸｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(8版) 43 分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4520050001997(2005.05.04) 

(731)出願人 キム・ヒョクジュ 

(111)登録番号(日付) 4500165720000(2006.06.30) 

(260)公告番号(日付) 4520060018444(2006.03.28) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.05.19) 

遡及区分(日付) (2005.05.04) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D038 ouma(｢合馬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 30分類(10 版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020150013375(2015.02.23) 

(731)出願人 株式会社ボンビバント 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4020150084922(2015.08.20) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.11.09) 

遡及区分(日付) (2015.02.23) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標  

※同一出願人の 4120150008137(2015.02.23)(第 43類)出願あり。 

 

 

 

D039 OUMA(｢合馬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 14分類(10 版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020120079375(2012.12.21) 

(731)出願人 HSIN YI GEMS (H.K.) CO., 

LIMITED 

(111)登録番号(日付) 4010256350000(2014.03.04) 

(260)公告番号(日付) 4020130115243(2013.12.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.03.03) 

遡及区分(日付) (2012.12.21) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D040 大門(｢大門｣の漢字表記) 

(511)商品分類 29分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620060015774(2006.11.22) 

(731)出願人 イ・ジュヒョン 

(111)登録番号(日付) 4003506250000(2007.03.22) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019950034036(1995.09.05) 

(300)関連出願番号 4019950034036 5020060014094 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.03.22) 

遡及区分(日付) (2006.11.22) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D041 Ocho(｢大長｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020150088802(2015.12.01) 

(731)出願人 株式会社 B.S. コーポレーショ

ン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.12.01) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D042 大塚(｢大塚｣の漢字表記) 

(511)商品分類 20分類(10 版) 35 分類(10 版) 

11分類(10 版) 

 

 

(220)出願番号(日付) 4520130007686(2013.12.19) 

(731)出願人 大塚ホールディングス株式会社 

(111)登録番号(日付) 4500513870000(2014.10.02) 

(260)公告番号(日付) 4520140058524(2014.06.27) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.09.11) 

遡及区分(日付) (2013.12.19) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般商標 

 

 

 

D043 오스카(｢大塚｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 07分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020100016685(2010.03.30) 

(731)出願人 株式会社ヒューロム 

(111)登録番号(日付) 4009649440000(2013.04.19) 

(260)公告番号(日付) 4020130000582(2013.01.03) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.04.01) 

遡及区分(日付) (2010.03.30) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 
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D044 오스카(｢大塚｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 05分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020080045770(2008.09.23) 

(731)出願人 東亜ソシオホールディングス株

式会社 

(111)登録番号(日付) 4008050820000(2009.11.02) 

(260)公告番号(日付) 4020090027862(2009.06.16) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.09.02) 

遡及区分(日付) (2008.09.23) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

 

D045 오스카(｢大塚｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 03分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020070001399(2007.01.10) 

(731)出願人 (株)アモーレパシフィック 

(111)登録番号(日付) 4007250620000(2007.10.02) 

(260)公告番号(日付) 4020070035653(2007.06.21) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.08.16) 

遡及区分(日付) (2007.01.10) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D046 오스카(｢大塚｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 44分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120100005998(2010.03.11) 

(731)出願人 ペク・スンウク 

(111)登録番号(日付) 4102132520000(2011.07.11) 

(260)公告番号(日付) 4120110016048(2011.03.14) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.05.25) 

遡及区分(日付) (2010.03.11) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D047 오스카(｢大塚｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 20分類(10 版)  

 

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020130085201(2013.12.19) 

(731)出願人 大塚ホールディングス株式会社 

(111)登録番号(日付) 4011543430000(2016.01.13) 

(260)公告番号(日付) 4020150087198(2015.08.26) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.11.25) 

遡及区分(日付) (2013.12.19) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

※同一出願人の 7520140000032(2014.04.18)(第 10類、第 9類)、4520130007685(2013.12.19) 

(第 11類、第 35類)出願あり。 
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D048 OnO(｢大野｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版) 
 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020150064018(2015.08.28) 

(731)出願人 チェ・ジョンヨル 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4020160003891(2016.01.13) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.08.28) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

D049 ONO(｢大野｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020030001958(2003.01.15) 

(731)出願人 ソン・ヘジョン 

(111)登録番号(日付) 4005822160000(2004.05.10) 

(260)公告番号(日付) 4020040011147(2004.03.05) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.04.29) 

遡及区分(日付) (2003.01.15) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D050 ono(｢大野｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 30分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020110054878(2011.10.07) 

(731)出願人 保寧メディアンス株式会社 

(111)登録番号(日付) 4009587570000(2013.03.15) 

(260)公告番号(日付) 4020120073073(2012.10.24) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.01.21)  

遡及区分(日付) (2011.10.07)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標  

 

 

 

D051 ONO(｢大野｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 01分類(9版) 05 分類(9版) 

10分類(9版) 42 分類(9版) 

44分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4520090004242(2009.11.18) 

(731)出願人 小野薬品工業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4500355890000(2011.07.25) 

(260)公告番号(日付) 4520110017463(2011.03.18)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.06.03)  

遡及区分(日付) (2009.11.18)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標  

  



Ｄ．地域団体商標 
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D052 오오마おおま(｢大間｣の発音のハングル表記、ひらがな表記) 

(511)商品分類 43分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120070011779(2007.04.27) 

(731)出願人 ハ・グンヨン 

(111)登録番号(日付) 4101677470000(2008.05.30) 

(260)公告番号(日付) 4120080013854(2008.03.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.05.22) 

遡及区分(日付) (2007.04.27) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

D053 OMA(｢大間｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 35分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4120090015185(2009.07.06) 

(731)出願人 Qrobo International Inc 

チョ・グァンヒョン 

(111)登録番号(日付) 4102059140000(2011.01.18) 

(260)公告番号(日付) 4120100046731(2010.09.08) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.11.24) 

遡及区分(日付) (2009.07.06) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 
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D054 오가츠(｢雄勝｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 43分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120110001453(2011.01.17) 

(731)出願人 ユン・ジェイル 

(111)登録番号(日付) 4102306970000(2012.04.20) 

(260)公告番号(日付) 4120110089158(2011.11.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.02.24) 

遡及区分(日付) (2011.01.17) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D055 Kasai(｢加西｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 025分類(韓国分類) 

 

(220)出願番号(日付) 7019940000255(1994.07.16) 

(731)出願人 ステイシインダストリーズリミ

テッド 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 7019950028213(1995.09.23) 

(641)元出願番号(日付) 4019940022463(1994.06.08) 

(300)関連出願番号 4019940022463 

登録状態 公告 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (1994.07.16) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

※公告以降の情報がない。関連出願 4019940022463 は拒絶されている。 
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D056 가나자와金沢 KANAZAWA(｢金沢｣のハングル表記、漢字表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 43分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4120100022445(2010.09.01) 

(731)出願人 イ・ワンヒィ  ホン・ソンヘ 

(111)登録番号(日付) 4102294140000(2012.03.30)  

(260)公告番号(日付) 4120110081531(2011.11.07)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.01.30)  

遡及区分(日付) (2010.09.01)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標  

 

 

 

D057 Kamakura(｢鎌倉｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020070033851(2007.06.25) 

(731)出願人 イム・ヨンファ 

(111)登録番号(日付) 4007617670000(2008.09.19) 

(260)公告番号(日付) 4020080025093(2008.04.25) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.07.21) 

遡及区分(日付) (2007.06.25) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D058 까모(｢加茂｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020030039620(2003.09.01) 

(731)出願人 (株)サムアインターナショナル 

(111)登録番号(日付) 4005991890000(2004.11.12) 

(260)公告番号(日付) 4020040032889(2004.07.03) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.09.10) 

遡及区分(日付) (2003.09.01) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

 

D059 가모(｢加茂｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020140050266(2014.07.25) 

(731)出願人 チェ・ジンギ 

(111)登録番号(日付) 4011024860000(2015.04.28) 

(260)公告番号(日付) 4020140121126(2014.12.12) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.03.02) 

遡及区分(日付) (2014.07.25) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D060 까모(｢加茂｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 09分類(9版) 16 分類(9版) 

28分類(9版) 41 分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4520080001193(2008.03.17) 

(731)出願人 株式会社教元 

(111)登録番号(日付) 4500257110000(2008.12.15) 

(260)公告番号(日付) 4520080050645(2008.08.20) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.11.11) 

遡及区分(日付) (2008.03.17) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

 

D061 카라스(｢唐津｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 03分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020040023197(2004.05.24) 

(731)出願人 株式会社サムソン化粧品 

(111)登録番号(日付) 4006769250000(2006.09.04 

(260)公告番号(日付) 4020050058233(2005.10.12) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 異議申立後登録決定(2006.07.0

3) 

遡及区分(日付) (2004.05.24) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D062 카리야(｢刈屋｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 29分類(9版) 30 分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020100046654(2010.09.06) 

(731)出願人 ハウス食品グループ本社株式会

社 

(111)登録番号(日付) 4009029520000(2012.02.07) 

(260)公告番号(日付) 4020110071121(2011.10.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.12.20) 

遡及区分(日付) (2010.09.06) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標,一般

商標 

 

 

 

D063 KANZAKI(｢神埼｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版) 12 分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020070040215(2007.07.27) 

(731)出願人 株式会社神崎高級工機製作所 

(111)登録番号(日付) 4007643560000(2008.10.09) 

(260)公告番号(日付) 4020080038584(2008.06.26) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.09.22) 

遡及区分(日付) (2007.07.27) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D064 菊池 KIKUCHI (｢菊池｣の漢字表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020120068646(2012.11.05) 

(731)出願人 チェ・ユジン 

(111)登録番号(日付) 4010374360000(2014.05.14) 

(260)公告番号(日付) 4020140015156(2014.02.19) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.05.01) 

遡及区分(日付) (2012.11.05) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 

 

 

 

D065 京(｢京｣の漢字表記) 

(511)商品分類 33分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020050014370(2005.04.01) 

(731)出願人 SICHUAN YIBIN WULIANGYE 

GROUP CO., LTD. 

(111)登録番号(日付) 4006472930000(2006.01.16) 

(260)公告番号(日付) 4020050068678(2005.11.24) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.01.03) 

遡及区分(日付) (2005.04.01) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D066 京(｢京｣の漢字表記) 

(511)商品分類 12分類(9版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020100038612(2010.07.23) 

(731)出願人 株式会社京信 

(111)登録番号(日付) 4009018700000(2012.02.02) 

(260)公告番号(日付) 4020110070688(2011.10.05) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.12.15) 

遡及区分(日付) (2010.07.23) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

※同一出願人の 4120100018913(2010.07.23)(第 35 類)、4020100038611(2010.07.23) 

(第 9類)出願あり。 

 

 

 

D067 清水(｢清水｣の漢字表記) 

(511)商品分類 29分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150067326(2015.09.09) 

(731)出願人 ハン・ドンミン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.09.09) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般商標 

 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D068 清水(｢清水｣の漢字表記) 

(511)商品分類 28分類(7版) 

 

(220)出願番号(日付) 5020010003622(2001.04.02) 

(731)出願人 株式会社ソンウ 

(111)登録番号(日付) 4002125170000(2001.07.23) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019900005874(1990.02.28) 

(300)関連出願番号 4019900005874 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2001.07.09) 

遡及区分(日付) (2001.04.02) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D069 清水(｢清水｣の漢字表記) 

(511)商品分類 30分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 5620030014283(2003.11.10) 

(731)出願人 清水(チョンス)食品株式会社 

(111)登録番号(日付) 4002795350000(2004.06.09) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019920025977(1992.09.18) 

(300)関連出願番号 4019920025977 5020030012674 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.06.09) 

遡及区分(日付) (2003.11.10) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般  

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D070 Kiyomizu(｢清水｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 43分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120060021406(2006.08.24) 

(731)出願人 株式会社ウォーカーヒル 

(111)登録番号(日付) 4101489900000(2007.05.21) 

(260)公告番号(日付) 4120070007530(2007.02.05) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.04.02) 

遡及区分(日付) (2006.08.24) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

D071 기요미즈(｢清水｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 43分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120060021405(2006.08.24) 

(731)出願人 株式会社ウォーカーヒル 

(111)登録番号(日付) 4101489890000(2007.05.21) 

(260)公告番号(日付) 4120070007529(2007.02.05) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.04.02) 

遡及区分(日付) (2006.08.24) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D072 구십구도(｢九十九島｣の漢字のハングル) 

(511)商品分類 43分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120140007222(2014.02.26) 

(731)出願人 株式会社クシプクド 

(111)登録番号(日付) 4103092110000(2015.01.07) 

(260)公告番号(日付) 4120140079872(2014.08.29) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.11.06) 

遡及区分(日付) (2014.02.26) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D073 구수(｢玖珠｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 35分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120150033824(2015.07.16) 

(731)出願人 株式会社マイニューチルドレン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.07.16) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D074 쿠타니(｢九谷｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 35分類(10 版) 03 分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4520150002900(2015.03.31) 

(731)出願人 株式会社チャンソン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4520150077508(2015.07.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.10.19) 

遡及区分(日付) (2015.03.31) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標,一般

商標 

 

 

 

D075 KUMA(｢球磨｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150065069(2015.09.01) 

(731)出願人 イ・サンユン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.09.01) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D076 KUMA(｢球磨｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 12分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020060038799(2006.07.27) 

(731)出願人 株式会社 BMTA 

(111)登録番号(日付) 4007061520000(2007.04.11) 

(260)公告番号(日付) 4020070006990(2007.02.02) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.03.30) 

遡及区分(日付) (2006.07.27) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

D077 꾸마(｢球磨｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 28分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020060040772(2006.08.09) 

(731)出願人 株式会社ジパンイ 

(111)登録番号(日付) 4007096370000(2007.05.15) 

(260)公告番号(日付) 4020070007052(2007.02.02) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.04.02) 

遡及区分(日付) (2006.08.09) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D078 구루메(｢久留米｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(9版) 31 分類(9版)  

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620080018760(2008.08.05) 

(731)出願人 シージェイ第一製糖(株) 

(111)登録番号(日付) 4004157240000(2008.11.07) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019970008334(1997.02.25) 

(300)関連出願番号 4019970008334 5020080016868   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.11.07) 

遡及区分(日付) (2008.08.05) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D079 구루메(｢久留米｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 11分類(7版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4019990003351(1999.02.03) 

(731)出願人 リンナイコリア株式会社 

(111)登録番号(日付) 4004689260000(2000.04.26) 

(260)公告番号(日付) 4020000000504(2000.01.15) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号 5020100001859   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2000.02.29) 

遡及区分(日付) (1999.02.03) 

審判事項 国内商標、ハングル商標、一般 

区分  
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D080 끄로베(｢黒部｣のハングル表記) 

(511)商品分類 24分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020100066112(2010.12.23) 

(731)出願人 イ・ジンソプ 

(111)登録番号(日付) 4009099850000(2012.03.14) 

(260)公告番号(日付) 4020110081805(2011.11.07) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.01.30) 

遡及区分(日付) (2010.12.23) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

 

 

D081 코네(｢高根｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 14分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020060042343(2006.08.18) 

(731)出願人 ソ・エジン 

(111)登録番号(日付) 4007095800000(2007.05.14) 

(260)公告番号(日付) 4020070005435(2007.01.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.03.28) 

遡及区分(日付) (2006.08.18) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D082 GOTOH(｢五島｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 15分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620060002000(2006.01.24) 

(731)出願人 後藤ガツト有限会社   

(111)登録番号(日付) 4001349390000(2006.09.19) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019850012221(1985.07.19) 

(300)関連出願番号 4019850012221 5019960000948 

5020060001813 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.09.19) 

遡及区分(日付) (2006.01.24) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D083 小松(｢小松｣の漢字表記) 

(511)商品分類 04分類(9版) 07 分類(9版) 

09分類(9版) 12 分類(9版) 

 
 

(220)出願番号(日付) 4020080042440(2008.09.01) 

(731)出願人 株式会社小松製作所 

(111)登録番号(日付) 4008191980000(2010.04.07) 

(260)公告番号(日付) 4020090053681(2009.12.07) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.02.23) 

遡及区分(日付) (2008.09.01) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D084 KOMATSU(｢小松｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版) 11 分類(10 版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020140034843(2014.05.23) 

(731)出願人 株式会社小松製作所 

(111)登録番号(日付) 4011025370000(2015.04.28) 

(260)公告番号(日付) 4020150011260(2015.02.04) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.04.17) 

遡及区分(日付) (2014.05.23) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

※他の類に複数の出願あり。 

4020020039162(第 16、28、25、14類)、5620030008894(第 7 類)、5620030008892(第 12 類)、

5620050004093(第 4類)、5620040008251(第 7 類)、5620040008252(第 9類)。 

 

 

 

D085 KOMATSU(｢小松｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 24分類(8版)  

 
 

 

(220)出願番号(日付) 4020030040498(2003.09.09)  

(731)出願人 小松精練カンパニーリミテッド  

(111)登録番号(日付) 4006145150000(2005.04.13) 

(260)公告番号(日付) 4020050002125(2005.01.12)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.02.24) 

遡及区分(日付) (2003.09.09) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般  

※第 25類に株式会社小松製作所を出願人として 4020060050145(2006.09.29)出願あり。 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D086 KOMATSU(｢小松｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 24分類(8版)  
 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020030040497(2003.09.09) 

(731)出願人 小松精練カンパニーリミテッド  

(111)登録番号(日付) 4006145140000(2005.04.13)  

(260)公告番号(日付) 4020050002124(2005.01.12) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.02.24)  

遡及区分(日付) (2003.09.09)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般  

※第 25類に株式会社小松製作所を出願人として 4020060050144(2006.09.29)出願あり。 

 

 

 

D087 KOMATSU(｢小松｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 24分類(8版)  

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020030040499(2003.09.09)  

(731)出願人 小松精練カンパニーリミテッド  

(111)登録番号(日付) 4006145160000(2005.04.13)  

(260)公告番号(日付) 4020050002126(2005.01.12)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.02.24)  

遡及区分(日付) (2003.09.09)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標  

※第 25類に株式会社小松製作所を出願人として 4020060050143(2006.09.29)出願あり。 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D088 KOMATSU(｢小松｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 24分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020030039486(2003.09.03)  

(731)出願人 小松精練カンパニーリミテッド  

(111)登録番号(日付) 4006145130000(2005.04.13)  

(260)公告番号(日付) 4020040062609(2004.12.03)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.02.16)  

遡及区分(日付) (2003.09.03)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般  

 

 

 

D089 三田(｢三田｣の漢字表記) 

(511)商品分類 06分類(8版) 19 分類(8版)   

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620060002477(2006.02.01)  

(731)出願人 キム・スンギュ 

(111)登録番号(日付) 4001201710000(2006.06.26) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019850004566(1985.03.22)  

(300)関連出願番号 4019850004566 5019950000001 

5020060002238  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.06.26)  

遡及区分(日付) (2006.02.01) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D090 SANDA(｢三田｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020150089530(2015.12.03) 

(731)出願人 株式会社カイレン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.12.03) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

D091 SANDA(｢三田｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 14分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020140045752(2014.07.08) 

(731)出願人 パク・ギボン 

(111)登録番号(日付) 4011060700000(2015.05.15) 

(260)公告番号(日付) 4020150011993(2015.02.05) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.04.14) 

遡及区分(日付) (2014.07.08) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D092 SANDA(｢三田｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(8版) 08 分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020040056223(2004.12.13) 

(731)出願人 Kapman AB 

(111)登録番号(日付) 4006422530000(2005.12.07) 

(260)公告番号(日付) 4020050054406(2005.09.29) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.11.28) 

遡及区分(日付) (2004.12.13) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

D093 下関(｢下関｣の漢字表記) 

(511)商品分類 43分類(10 版)  

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4120120022949(2012.07.06)  

(731)出願人 キム・ビョンチョル 

(111)登録番号(日付) 4102598070000(2013.05.28) 

(260)公告番号(日付) 4120130021147(2013.03.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.05.16) 

遡及区分(日付) (2012.07.06) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D094 슈리(｢首里｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(9版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020090055346(2009.11.10) 

(731)出願人 株式会社オリオン 

(111)登録番号(日付) 4008624170000(2011.04.26) 

(260)公告番号(日付) 4020110008401(2011.02.11) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.04.20) 

遡及区分(日付) (2009.11.10) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D095 白神백신(｢白神｣の漢字表記、漢字のハングル) 

(511)商品分類 03分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150064189(2015.08.28) 

(731)出願人 カン・ヒョンソン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4020150135432(2015.12.17) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.08.28) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D096 白川(｢白川｣の漢字表記) 

(511)商品分類 43分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120150030302(2015.06.26) 

(731)出願人 パク・ソンミン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4120150120873(2015.11.16) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.06.26) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般商標 

 

 

 

D097 白川(｢白川｣の漢字表記) 

(511)商品分類 41分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120070019086(2007.07.13) 

(731)出願人 キム・ジョムシク 

(111)登録番号(日付) 4101689770000(2008.06.19) 

(260)公告番号(日付) 4120080006747(2008.02.04) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.05.02) 

遡及区分(日付) (2007.07.13) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D098 시라카와(｢白川｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 41分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120070017647(2007.06.28) 

(731)出願人 キム・ジョムシク 

(111)登録番号(日付) 4101689780000(2008.06.19) 

(260)公告番号(日付) 4120080006612(2008.02.04) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.04.24) 

遡及区分(日付) (2007.06.28) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

 

D099 SUMA(｢須磨｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(8版) 
 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620050002680(2005.02.02) 

(731)出願人 Diversey, Inc. 

(111)登録番号(日付) 4001203460000(2005.07.28) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019840017908(1984.11.30) 

(300)関連出願番号 4019840017908 5019950002030 

5020050002304 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.07.28) 

遡及区分(日付) (2005.02.02) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D100 SUMA(｢須磨｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 32分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020110042447(2011.08.05) 

(731)出願人 Ahmad abdellah zadeh  

Alsayar Trading. Co. L.L.C 

(111)登録番号(日付) 4009283070000(2012.07.23) 

(260)公告番号(日付) 4020120017989(2012.03.21) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.06.05) 

遡及区分(日付) (2011.08.05) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

D101 SUMA(｢須磨｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 32分類(10 版)   

 

(220)出願番号(日付) 4020120039494(2012.06.20)  

(731)出願人 Ahmad abdellah zadeh  

Alsayar Trading. Co. L.L.C 

(111)登録番号(日付) 4010009200000(2013.10.14)  

(260)公告番号(日付) 4020130061129(2013.06.24)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.08.30)  

遡及区分(日付) (2012.06.20)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標  

  



Ｄ．地域団体商標 
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D102 關(｢関｣の漢字表記(旧字体)) 

(511)商品分類 30分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020060051543(2006.10.12) 

(731)出願人 ヘテ製菓食品株式会社 

(111)登録番号(日付) 4007157420000(2007.07.03) 

(260)公告番号(日付) 4020070019260(2007.04.04) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.05.23) 

遡及区分(日付) (2006.10.12) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般 

 

 

 

D103 SEKI(｢関｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版) 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020140037531(2014.06.04) 

(731)出願人 (株)セギコントロール 

(111)登録番号(日付) 4010986290000(2015.04.07) 

(260)公告番号(日付) 4020150004815(2015.01.16) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.03.25) 

遡及区分(日付) (2014.06.04) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D104 세끼(｢関｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 43分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120120037405(2012.11.08) 

(731)出願人 ハ・ジンヒョ 

(111)登録番号(日付) 4102783990000(2014.01.21) 

(260)公告番号(日付) 4120130087101(2013.09.09) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.11.21) 

遡及区分(日付) (2012.11.08) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D105 SOKA(｢草加｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 14分類(9版) 18 分類(9版) 

25分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020110049616(2011.09.09) 

(731)出願人 (株)フリーバード 

(111)登録番号(日付) 4009418600000(2012.11.21) 

(260)公告番号(日付) 4020120058763(2012.09.04) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.11.21) 

遡及区分(日付) (2011.09.09) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

  



Ｄ．地域団体商標 

166 

 

 

 

D106 소카(｢草加｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 01分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020080045493(2008.09.22) 

(731)出願人 パク・ジェジュン 

(111)登録番号(日付) 4008063250000(2009.11.16) 

(260)公告番号(日付) 4020090037642(2009.08.24) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.11.13) 

遡及区分(日付) (2008.09.22) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

 

D107 소카(｢草加｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 32分類(9版) 33 分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 5620070002421(2007.01.26) 

(731)出願人 宝海醸造株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001292890000(2007.03.12) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019850012858(1985.07.31) 

(300)関連出願番号 4019850012858 5019960007307 

5020070002085 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.03.12) 

遡及区分(日付) (2007.01.26) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 

167 

 

 

 

D108 大正(｢大正｣の漢字表記) 

(511)商品分類 01分類(8版) 05 分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 5620050002583(2005.02.01) 

(731)出願人 大正製薬株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001119270000(2005.08.18) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019840000233(1984.01.09) 

(300)関連出願番号 4019840000233 5019940007469 

5020050002229 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.08.18) 

遡及区分(日付) (2005.02.01) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D109 大正대정(｢大正｣の漢字、漢字のハングル) 

(511)商品分類 01分類(8版) 05 分類(8版)  

  

(220)出願番号(日付) 5620040004631(2004.04.12) 

(731)出願人 大正製薬株式会社 

(111)登録番号(日付) 4000388060000(2004.11.24) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019690007742(1969.10.08) 

(300)関連出願番号 4019690007742 5019940003567 

5020040004217 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.11.24) 

遡及区分(日付) (2004.04.12) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

168 

 

 

 

D110 Taisho(｢大正｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 01分類(8版) 05 分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620050002586(2005.02.01) 

(731)出願人 大正製薬株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001119300000(2005.08.18) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019840000235(1984.01.09) 

(300)関連出願番号 4019840000235 5019940007472 

5020050002232 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.08.18) 

遡及区分(日付) (2005.02.01) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D111 TAISHO(｢大正｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 01分類(8版) 05 分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620040004632(2004.04.12) 

(731)出願人 大正製薬株式会社 

(111)登録番号(日付) 4000388070000(2004.12.24) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019690007744(1969.10.08) 

(300)関連出願番号 4019690007744 5019940003568 

5020040004218 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.12.24) 

遡及区分(日付) (2004.04.12) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

169 

 

 

 

D112 TAISHO(｢大正｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 32分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620080006419(2008.02.28) 

(731)出願人 大正製薬株式会社 

(111)登録番号(日付) 4004283230000(2008.06.05) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019970050179(1997.10.28) 

(300)関連出願番号 4019970050179 5020080005634 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.06.05) 

遡及区分(日付) (2008.02.28) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D113 TAISHO(｢大正｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 43分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120130004778(2013.02.08) 

(731)出願人 イム・ジェユン 

(111)登録番号(日付) 4102638910000(2013.07.15) 

(260)公告番号(日付) 4120130040307(2013.04.23) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.07.08) 

遡及区分(日付) (2013.02.08) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

170 

 

 

 

D114 타이쇼 TAISHO(｢大正｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 30分類(10 版) 35 分類(10 版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4520140010330(2014.12.19) 

(731)出願人 イ・サンイル 

(111)登録番号(日付) 4500617610000(2016.01.06) 

(260)公告番号(日付) 4520150090867(2015.09.03) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.12.01) 

遡及区分(日付) (2014.12.19) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 

 

 

 

D115 대정(｢大正｣の漢字のハングル) 

(511)商品分類 01分類(8版) 05 分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 5620050002584(2005.02.01) 

(731)出願人 大正製薬株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001119280000(2005.08.18) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019840000234(1984.01.09) 

(300)関連出願番号 4019840000234 5019940007470 

5020050002230 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.08.18) 

遡及区分(日付) (2005.02.01) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 

171 

 

 

 

D116 타이쇼(｢大正｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 43分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120130004775(2013.02.08) 

(731)出願人 イム・ジェユン 

(111)登録番号(日付) 4102604010000(2013.06.04) 

(260)公告番号(日付) 4120130024029(2013.03.13) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.05.27) 

遡及区分(日付) (2013.02.08) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D117 타이쇼(｢大正｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 43分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120100029970(2010.11.23) 

(731)出願人 イム・ジェユン 

(111)登録番号(日付) 4102340600000(2012.06.19) 

(260)公告番号(日付) 4120120022018(2012.04.06) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.06.13) 

遡及区分(日付) (2010.11.23) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

172 

 

 

 

D118 디이쇼(｢大正｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 32分類(9版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 5620080006420(2008.02.28) 

(731)出願人 大正製薬株式会社 

(111)登録番号(日付) 4004283240000(2008.06.05) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019970050181(1997.10.28) 

(300)関連出願番号 4019970050181 5020080005635 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.06.05) 

遡及区分(日付) (2008.02.28) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D119 다이쇼(｢大正｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020040033173(2004.07.21) 

(731)出願人 株式会社ダイショー 

(111)登録番号(日付) 4006308730000(2005.09.09) 

(260)公告番号(日付) 4020050034565(2005.06.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.08.10) 

遡及区分(日付) (2004.07.21) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、色彩商標 

  



Ｄ．地域団体商標 

173 

 

 

 

D120 DAISEN(｢大山｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020050036221(2005.08.02) 

(731)出願人 ＤＡＩＳＥＮ株式会社 

(111)登録番号(日付) 4006677000000(2006.06.23) 

(260)公告番号(日付) 4020060020617(2006.04.04) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.06.01) 

遡及区分(日付) (2005.08.02) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

D121 다이센(｢大山｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 05分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620070021868(2007.11.30) 

(731)出願人 Dow Agrosciences LLC 

(111)登録番号(日付) 4001509820000(2008.02.25) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019860018794(1986.10.07) 

(300)関連出願番号 4019860018794 5019970006149 

5020070019287 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.02.25) 

遡及区分(日付) (2007.11.30) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

174 

 

 

 

D122 タカオカ(｢高岡｣のカタカナ表記) 

(511)商品分類 30分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020060036480(2006.07.13)  

(731)出願人 アン・ミンス  

(111)登録番号(日付) 4007197300000(2007.08.06)  

(260)公告番号(日付) 4020070021500(2007.04.16)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.06.05)  

遡及区分(日付) (2006.07.13)  

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

D123 Takaoka(｢高岡｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 30分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020060036481(2006.07.13) 

(731)出願人 アン・ミンス 

(111)登録番号(日付) 4007197310000(2007.08.06) 

(260)公告番号(日付) 4020070021501(2007.04.16) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.06.05) 

遡及区分(日付) (2006.07.13) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、色彩商標 

  



Ｄ．地域団体商標 

175 

 

 

 

D124 타카오카(｢高岡｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020060036482(2006.07.13) 

(731)出願人 アン・ミンス 

(111)登録番号(日付) 4007197320000(2007.08.06) 

(260)公告番号(日付) 4020070021502(2007.04.16) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.06.05) 

遡及区分(日付) (2006.07.13) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

 

D125 TAKASHIMA高島たかしま(｢高島｣のローマ字表記、漢字表記、ひらがな表記) 

(511)商品分類 28分類(9版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5020090008689(2009.06.01) 

(731)出願人 タイワンファミリーエンタープ

ライズカンパニーリミテッド 

(111)登録番号(日付) 4004490270000(2009.11.13) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019980014454(1998.06.05) 

(300)関連出願番号 4019980014454 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.09.18) 

遡及区分(日付) (2009.06.01) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

※同一出願人の 5620040010576(2004.09.02)(第 10類)出願あり。 

  



Ｄ．地域団体商標 

176 

 

 

 

D126 TAKI(｢多伎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 01分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020100059283(2010.11.17) 

(731)出願人 多木化学株式会社 

(111)登録番号(日付) 4009038440000(2012.02.10) 

(260)公告番号(日付) 4020110083925(2011.11.14) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号 4020110045559 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.02.02) 

遡及区分(日付) (2010.11.17) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

D127 타키(｢多伎｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 35分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120150029834(2015.06.24) 

(731)出願人 (株)トゥパンズ  

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4120160006643(2016.01.20) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.06.24) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

  



Ｄ．地域団体商標 

177 

 

 

 

D128 다키(｢多伎｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020040012751(2004.03.22) 

(731)出願人 キム・サングォン 

(111)登録番号(日付) 4006213360000(2005.06.14) 

(260)公告番号(日付) 4020050016612(2005.03.29) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.05.20) 

遡及区分(日付) (2004.03.22) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

 

D129 TAKI 183(｢ 多伎｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020050047414(2005.10.12) 

(731)出願人 株式会社スプリス 

(111)登録番号(日付) 4006776340000(2006.09.08) 

(260)公告番号(日付) 4020060042425(2006.07.12) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.08.18) 

遡及区分(日付) (2005.10.12) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D130 다께(｢嶽｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 42分類(9版) 
 

 

(220)出願番号(日付) 5120090002331(2009.08.04) 

(731)出願人 株式会社ソハンサ 

(111)登録番号(日付) 4100570220000(2010.01.19) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4119980007325(1998.09.10) 

(300)関連出願番号 4119980007325 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.12.15) 

遡及区分(日付) (2009.08.04) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D131 TATSUNO(｢龍野｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版) 

 
 

 

(220)出願番号(日付) 4020120006471(2012.02.02) 

(731)出願人 株式会社タツノ 

(111)登録番号(日付) 4009492910000(2013.01.17) 

(260)公告番号(日付) 4020120074804(2012.10.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.01.15) 

遡及区分(日付) (2012.02.02) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

※同一出願人の 4020120006467(2012.02.02)(第 7 類)、4120120003296(2012.02.02)(第 37類)

出願あり。 

 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

179 

 

 

 

D132 지야(｢千屋｣の発音のハングル表記) 

 (511)商品分類 29分類(10 版) 35 分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4520130005964(2013.10.16) 

(731)出願人 農業会社法人株式会社チヤ 

(111)登録番号(日付) 4500561680000(2015.05.12) 

(260)公告番号(日付) 4520150009746(2015.01.30) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.04.25) 

遡及区分(日付) (2013.10.16) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

 

 

 

D133 도조(｢東条｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 28分類(10 版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020140047266(2014.07.10) 

(731)出願人 株式会社バナックス 

(111)登録番号(日付) 4011083420000(2015.05.28) 

(260)公告番号(日付) 4020150016695(2015.02.23) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.05.07) 

遡及区分(日付) (2014.07.10) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D134 또조(｢東条｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 09分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020150071152(2015.09.22) 

(731)出願人 チェ・ジュヨン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付) 4020160002975(2016.01.11) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.09.22) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D135 또조(｢東条｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(8版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020060060981(2006.12.01) 

(731)出願人 株式会社韓国ヤクルト 

(111)登録番号(日付) 4007224770000(2007.08.27) 

(260)公告番号(日付) 4020070033172(2007.06.07) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.08.03) 

遡及区分(日付) (2006.12.01) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

※同一出願人の 4020060061029(2006.12.01)(第 32類)出願あり。 

  



Ｄ．地域団体商標 

181 

 

 

 

D136 Tono(｢東濃｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 11分類(10 版)   

 

 

(111)国際登録番号(日付) 1131862(2012.09.18)   

(731)出願人 Koncept Technologies, 

Inc.(813258), 

(151)登録日 2013.06.04  

(260)公告番号(日付) 4020130025438(2013.03.18)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.06.04)  

遡及区分(日付) (2012.06.19)  

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、英

文商標、一般  

 

 

 

D137 中山(｢中山｣の漢字表記) 

(511)商品分類 43分類(9版) 
 

 

 

(220)出願番号(日付) 4120090022296(2009.09.21) 

(731)出願人 オ・ビョングァン 

(111)登録番号(日付) 4102089110000(2011.04.06) 

(260)公告番号(日付) 4120110000041(2011.01.03) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.03.19) 

遡及区分(日付) (2009.09.21) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般商標 

  



Ｄ．地域団体商標 

182 

 

 

 

D138 NARUTO(｢鳴門｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(8版) 16 分類(8版) 

25分類(8版) 28 分類(8版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020040002844(2004.01.20) 

(731)出願人 株式会社集英社  

(111)登録番号(日付) 4006354580000(2005.10.17)  

(260)公告番号(日付) 4020050046115(2005.08.24)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.10.04)  

遡及区分(日付) (2004.01.20)  

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、色彩商標  

 

 

 

D139 NISHIKAWA(｢西川｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 24分類(8版) 26 分類(8版)  

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620040014005(2004.12.06) 

(731)出願人 西川産業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001200470000(2005.08.01) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019840017936(1984.11.30) 

(300)関連出願番号 4019840017936 5019940007681 

5020040012743 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.08.01) 

遡及区分(日付) (2004.12.06) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

183 

 

 

 

D140 西川(｢西川｣の漢字表記) 

(511)商品分類 20分類(8版) 22 分類(8版) 

24分類(8版) 27 分類(8版) 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620040013380(2004.11.19) 

(731)出願人 西川産業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4001195620000(2005.07.29) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019840015445(1984.10.13) 

(300)関連出願番号 4019840015445 5019940007676 

5020040012146 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.07.29) 

遡及区分(日付) (2004.11.19) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D141 西陣(｢西陣｣の漢字表記) 

(511)商品分類 14分類(8版) 24 分類(8版) 

25分類(8版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620030012926(2003.10.09) 

(731)出願人 西陣織工業組合 

(111)登録番号(日付) 4000387560000(2004.03.15) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019710002717(1971.06.25) 

(300)関連出願番号 4019710002717 5019940001953 

5020030011477 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.03.15) 

遡及区分(日付) (2003.10.09) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

184 

 

 

 

D142 뉴젠(｢入善｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 35分類(10 版) 11 分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4520150004894(2015.05.29) 

(731)出願人 株式会社ニュジェン 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願 

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.05.29) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D143 뉴젠(｢入善｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 18分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020080029054(2008.06.13) 

(731)出願人 株式会社エルジー化学 

(111)登録番号(日付) 4007851820000(2009.04.08) 

(260)公告番号(日付) 4020080074148(2008.12.22) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.03.10) 

遡及区分(日付) (2008.06.13) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 

185 

 

 

 

D144 뉴젠(｢入善｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 10分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020040033815(2004.07.23) 

(731)出願人 株式会社ジノ   

(111)登録番号(日付) 4006358610000(2005.10.20) 

(260)公告番号(日付) 4020050048602(2005.09.01) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.10.19) 

遡及区分(日付) (2004.07.23) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

D145 뉴젠(｢入善｣の発音のハングル表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 41分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120050011156(2005.05.13) 

(731)出願人 ムン・スンファン 

(111)登録番号(日付) 4101352160000(2006.07.21)  

(260)公告番号(日付) 4120060030876(2006.05.22) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.07.07) 

遡及区分(日付) (2005.05.13) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 

186 

 

 

 

D146 뉴젠(｢入善｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 19分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020060041684(2006.08.16) 

(731)出願人 ハンソルホールディングス株式

会社 

(111)登録番号(日付) 4007085600000(2007.05.04) 

(260)公告番号(日付) 4020070011403(2007.02.27) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.04.16) 

遡及区分(日付) (2006.08.16) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

 

 

 

D147 東川(｢東川｣の漢字表記) 

(511)商品分類 36分類(8版) 39 分類(8版) 

41分類(8版) 43 分類(8版) 

44分類(8版) 

 

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620060004930(2006.03.09) 

(731)出願人 株式会社農心 

(111)登録番号(日付) 4100307690000(2006.05.30) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4119940003614(1994.05.06) 

(300)関連出願番号 4119940003614 5120060000561 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.05.30) 

遡及区分(日付) (2006.03.09) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

187 

 

 

 

D148 히타(｢日田｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 03分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020110013753(2011.03.17) 

(731)出願人 株式会社エルジー生活健康 

(111)登録番号(日付) 4009021870000(2012.02.03)  

(260)公告番号(日付) 4020110077369(2011.10.25) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.01.16) 

遡及区分(日付) (2011.03.17) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D149 ひめじ(｢姫路｣のひらがな表記) 

(511)商品分類 28分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020100022085(2010.04.26) 

(731)出願人 ハン・ジェマン 

(111)登録番号(日付) 4008794760000(2011.09.06) 

(260)公告番号(日付) 4020110028212(2011.05.03) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.08.01) 

遡及区分(日付) (2010.04.26) 

審判事項  

区分 国内商標、日語商標、一般商標 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

188 

 

 

 

D150 HIMEJI(｢姫路｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020100022107(2010.04.26) 

(731)出願人 ハン・ジェマン 

(111)登録番号(日付) 4008794920000(2011.09.06) 

(260)公告番号(日付) 4020110028215(2011.05.03) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.08.01) 

遡及区分(日付) (2010.04.26) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

D151 FUJITA(｢藤田｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 12分類(9版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020110045137(2011.08.19) 

(731)出願人 相信ブレーキ株式会社 

(111)登録番号(日付) 4009374600000(2012.10.15) 

(260)公告番号(日付) 4020120047595(2012.07.24) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.10.10) 

遡及区分(日付) (2011.08.19) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

※同一出願人の 4020120072261(2012.11.21)(第 7 類)出願あり。 

 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

189 

 

 

 

D152 FUJITA(｢藤田｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 08分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020090046293(2009.09.21) 

(731)出願人 キム・ミョンシク 

(111)登録番号(日付) 4008596660000(2011.04.05) 

(260)公告番号(日付) 4020100055505(2010.10.26) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.01.05) 

遡及区分(日付) (2009.09.21) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

 

 

 

D153 FUJITA(｢藤田｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 37分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120090001021(2009.01.19) 

(731)出願人 株式会社フジタ 

(111)登録番号(日付) 4101957910000(2010.04.06) 

(260)公告番号(日付) 4120100001452(2010.01.12) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.04.02) 

遡及区分(日付) (2009.01.19) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標 

 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

190 

 

 

 

D154 まさき MASAKI(｢真崎｣のひらがな表記、ローマ字表記) 

(511)商品分類 43分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4120090018707(2009.08.17) 

(731)出願人 カン・ソンミ 

(111)登録番号(日付) 4102056340000(2011.01.10) 

(260)公告番号(日付) 4120100043976(2010.08.25) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.11.10) 

遡及区分(日付) (2009.08.17) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

D155 三木(｢三木｣の漢字表記) 

(511)商品分類 16分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020050060575(2005.12.24) 

(731)出願人 コリアユニク株式会社 

(111)登録番号(日付) 4006920640000(2007.01.03) 

(260)公告番号(日付) 4020060066214(2006.11.02) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.12.28) 

遡及区分(日付) (2005.12.24) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 

191 

 

 

 

D156 MiKi 미키(｢三木｣のローマ字表記、発音のハングル表記) 

(511)商品分類 10分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020090008332(2009.02.24) 

(731)出願人 株式会社三貴工業所 

(111)登録番号(日付) 4008238960000(2010.05.20) 

(260)公告番号(日付) 4020100005927(2010.02.04) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2010.05.01) 

遡及区分(日付) (2009.02.24) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

D157 MiKi(｢三木｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 12分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020060051776(2006.10.13) 

(731)出願人 株式会社三貴工業所 

(111)登録番号(日付) 4007804950000(2009.02.24) 

(260)公告番号(日付) 4020080069793(2008.11.28) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.02.23) 

遡及区分(日付) (2006.10.13) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D158 岬(｢岬｣の漢字表記) 

(511)商品分類 28分類(8版) 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020060033667(2006.06.27) 

(731)出願人 グローブライド株式会社 

(111)登録番号(日付) 4007036830000(2007.03.23) 

(260)公告番号(日付) 4020070003781(2007.01.24) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.03.16) 

遡及区分(日付) (2006.06.27) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般 

 

 

 

D159 MISAKI(｢岬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 09分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020020015552(2002.04.04) 

(731)出願人 カン・ハンヒョン 

(111)登録番号(日付) 4005616340000(2003.10.04) 

(260)公告番号(日付) 4020030026343(2003.06.02) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2003.08.04) 

遡及区分(日付) (2002.04.04) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D160 MISAKI(｢岬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020060033668(2006.06.27) 

(731)出願人 グローブライド株式会社 

(111)登録番号(日付) 4007036840000(2007.03.23) 

(260)公告番号(日付) 4020070003782(2007.01.24) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.03.16) 

遡及区分(日付) (2006.06.27) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

D161 MISAKI(｢岬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 14分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020100032978(2010.06.23) 

(731)出願人 チョ・テスク 

(111)登録番号(日付) 4009416280000(2012.11.20) 

(260)公告番号(日付) 4020110061093(2011.08.31) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 異議申立後登録決定(2012.10.2

4) 

遡及区分(日付) (2010.06.23) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D162 MISAKI(｢岬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 10分類(8版) 

 
 

 

(220)出願番号(日付) 4020050025445(2005.06.03) 

(731)出願人 チョ・ヒョンサン 

(111)登録番号(日付) 4006621470000(2006.05.12) 

(260)公告番号(日付) 4020060015694(2006.03.09) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.05.02) 

遡及区分(日付) (2005.06.03) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

D163 Misaki(｢岬｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(8版) 18 分類(8版) 

25分類(8版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020040026880(2004.06.14) 

(731)出願人 イ・ビョンチャン 

(111)登録番号(日付) 4006421120000(2005.12.06) 

(260)公告番号(日付) 4020050044413(2005.08.10) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.10.07) 

遡及区分(日付) (2004.06.14) 

審判事項 審判番号(文字):2011タン 3055  

事件の表示:商標登録第 0642112

号取消  

請求日:2011.12.02  

審決日:2012.07.31 

区分 国内商標、英文商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D164 미사사(｢三朝｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 03分類(8版)  

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620050015027(2005.11.01) 

(731)出願人 株式会社ニコ 

(111)登録番号(日付) 4003261270000(2006.03.22) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019940032765(1994.08.17) 

(300)関連出願番号 4019940032765 5020050013404   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.03.22) 

遡及区分(日付) (2005.11.01) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

※同一出願人の 5620050015026(2005.11.01)(第 32 類)出願あり。 

 

 

 

D165 mishima(｢三島｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 29分類(9版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620080008763(2008.03.27) 

(731)出願人 Mishima Foods Co., Ltd. 

(111)登録番号(日付) 4004008740000(2008.05.27) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019960048158(1996.10.29) 

(300)関連出願番号 4019960048158 5020080007756 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.05.27) 

遡及区分(日付) (2008.03.27) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

※同一出願人の 5620070007843(2007.04.24)(第 30類)出願あり。 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D166 MIYAKO(｢宮古｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 43分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620090003779(2009.04.07) 

(731)出願人 株式会社ホテル新羅 

(111)登録番号(日付) 4100547490000(2009.11.02) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4119970010212(1997.07.22) 

(300)関連出願番号 4119970010212 5120090001421 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.11.02) 

遡及区分(日付) (2009.04.07) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D167 miyako(｢宮古｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(9版)  

 

 

(111)国際登録番号(日付) 928523(2007.06.15) 

(731)出願人 GUANGZHOU MIYAKO FASHIONS 

CO., LTD(633841) 

(151)登録日 (2008.12.05) 

(260)公告番号(日付) 4020080057715(2008.09.25) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.12.05) 

遡及区分(日付) (2007.06.15) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D168 MiYOSHi(｢三次｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020070061966(2007.12.03)  

(731)出願人 ミヨシ石鹸株式会社 

(111)登録番号(日付) 4007862270000(2009.04.17)  

(260)公告番号(日付) 4020090000911(2009.01.09)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.04.01)  

遡及区分(日付) (2007.12.03)  

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

 

 

D169 Murakami(｢村上｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 12分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020110054523(2011.10.06) 

(731)出願人 株式会社村上開明堂 

(111)登録番号(日付) 4009673830000(2013.05.03)  

(260)公告番号(日付) 4020130000032(2013.01.02)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.03.18)  

遡及区分(日付) (2011.10.06)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標  

  



Ｄ．地域団体商標 
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D170 MURAKAMI(｢村上｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 35分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4120080000313(2008.01.07)  

(731)出願人 チェ・ジェボム 

(111)登録番号(日付) 4101779400000(2008.12.01) 

(260)公告番号(日付) 4120080041657(2008.07.08)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.10.01)  

遡及区分(日付) (2008.01.07)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般  

 

 

 

D171 MORIYAMA(｢守山｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020110026199(2011.05.16) 

(731)出願人 株式会社モリヤマ 

(111)登録番号(日付) 4009282210000(2012.07.23) 

(260)公告番号(日付) 4020120007436(2012.02.07) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.06.14) 

遡及区分(日付) (2011.05.16) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D172 야오(｢八尾｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 30分類(9版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 5620070007704(2007.04.20) 

(731)出願人 株式会社クラウン製菓 

(111)登録番号(日付) 4003608420000(2007.07.05) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019950047822(1995.12.15) 

(300)関連出願番号 4019950047822 5020070006775 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.07.05) 

遡及区分(日付) (2007.04.20) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D173 YASUDA(｢安田｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020120000897(2012.01.05) 

(731)出願人 イ・ヨンチョル 

(111)登録番号(日付) 4009532160000(2013.02.13) 

(260)公告番号(日付) 4020120071732(2012.10.18) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.01.08) 

遡及区分(日付) (2012.01.05) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般商標 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D174 Yasuda(｢安田｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(10 版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020150063759(2015.08.27) 

(731)出願人 AZUMI MACHINERY (BEIJING) 

CO., LTD 

(111)登録番号(日付)  

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 出願  

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.08.27)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標  

 

 

 

D175 YASUDA(｢安田｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 18分類(10 版) 28 分類(10 版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020140004495(2014.01.21)  

(731)出願人 クォン・ジョンチョル 

(111)登録番号(日付) 4010722610000(2014.11.27)  

(260)公告番号(日付) 4020140065195(2014.07.17) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.10.01)  

遡及区分(日付) (2014.01.21) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標  

  



Ｄ．地域団体商標 
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D176 YAHATA(｢八幡｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 06分類(10 版) 08 分類(10 版)  

 

 

(111)国際登録番号(日付) 1144844(2012.11.01) 

(731)出願人 Yahata Holdings 

Corporation(833900),株式会社

ヤハタホールディングス(52011

0519034) 

(151)登録日 2014.04.07 

(260)公告番号(日付) 4020140008281(2014.01.28) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.04.07) 

遡及区分(日付) (2012.09.25)  

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

 

 

D177 YAHATA(｢八幡｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 06分類(10 版) 08 分類(10 版)   

 

(111)国際登録番号(日付) 1162390(2012.11.01) 

(731)出願人 Yahata Holdings 

Corporation(833900)、株式会

社ヤハタホールディングス(520

110519034), 

(151)登録日 2014.08.13 

(260)公告番号(日付) 4020140043473(2014.05.16) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.08.13) 

遡及区分(日付) (2012.09.25) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D178 유이(｢由比｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類  

 

(220)出願番号(日付) 4220090000573(2009.11.11) 

(731)出願人 United Help Intemational 

Children 

(111)登録番号(日付) 4200038270000(2011.08.09)  

(260)公告番号(日付) 4220110017922(2011.03.21) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.06.09) 

遡及区分(日付) (2009.11.11) 

審判事項  

区分 国内商標、ハングル商標、一般

商標 

 

 

 

D179 YUKI(｢結城｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 25分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 5620060000644(2006.01.09) 

(731)出願人 イ・ミョンヒィ 

(111)登録番号(日付) 4003308550000(2006.10.23) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019940034380(1994.08.26 

(300)関連出願番号 4019940034380 5020060000565 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.10.23) 

遡及区分(日付) (2006.01.09) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D180 yuki(｢結城｣のローマ字表記) 

 (511)商品分類 35分類(7版)  

 

(220)出願番号(日付) 4120010002938(2001.02.26)  

(731)出願人 (株)ユキコリア 

(111)登録番号(日付) 4100811480000(2002.11.06) 

(260)公告番号(日付) 4120020034987(2002.08.09) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2002.09.30) 

遡及区分(日付) (2001.02.26) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

 

 

D181 YUKI(｢結城｣のローマ字表記) 

 (511)商品分類 03分類(9版) 

 

(220)出願番号(日付) 4020100029355(2010.06.04) 

(731)出願人 イ・ソンジェ 

(111)登録番号(日付) 4008817570000(2011.09.22) 

(260)公告番号(日付) 4020110035920(2011.05.31) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.08.17) 

遡及区分(日付) (2010.06.04) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標,一般商標 

  



Ｄ．地域団体商標 

204 

 

 

 

D182 湯花(｢湯の花｣と同一漢字) 

(511)商品分類 03分類(8版)  

 

(220)出願番号(日付) 5620060002320(2006.01.27) 

(731)出願人 株式会社 YUNOHANA コリア 

(111)登録番号(日付) 4003465170000(2006.08.18) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019950022795(1995.06.09) 

(300)関連出願番号 4019950022795 5020060002109 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.08.18) 

遡及区分(日付) (2006.01.27) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

D183 YUNOHANA(｢湯の花｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 03分類(8版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020030016572(2003.04.14) 

(731)出願人 株式会社 YUNOHANA コリア 

(111)登録番号(日付) 4006045740000(2005.01.03) 

(260)公告番号(日付) 4020040042484(2004.08.19) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.11.02) 

遡及区分(日付) (2003.04.14) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

※同一出願人の 4020110037015(2011.07.07)(第 16類)、4020110037017(2011.07.07) (第 24

類)出願あり。 

 

  



Ｄ．地域団体商標 
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D184 유노하나(｢湯の花｣の発音のハングル表記) 

(511)商品分類 03分類(8版) 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020030016570(2003.04.14) 

(731)出願人 株式会社 YUNOHANA コリア 

(111)登録番号(日付) 4006045730000(2005.01.03) 

(260)公告番号(日付) 4020040042483(2004.08.19) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.11.02) 

遡及区分(日付) (2003.04.14) 

審判事項 審判番号:2011タン 1594  

事件の表示:商標登録第 0604573

号権利範囲確認(消極) 

請求日 2011.07.05 

審決日 2011.11.18 

区分 国内商標、ハングル商標、一般 

※同一出願人の 4120100007918(2010.03.30)(第 35類)出願あり。 

 

 

 

D185 YOSHINO(｢吉野｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 28分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020090050401(2009.10.14) 

(731)出願人 キム・ヒョジン 

(111)登録番号(日付) 4008630900000(2011.05.02)  

(260)公告番号(日付) 4020100068470(2010.12.27)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2011.03.04)  

遡及区分(日付) (2009.10.14) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標  

  



Ｄ．地域団体商標 

206 

 

 

 

D186 Yoshino(｢吉野｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 07分類(9版)  

 

(220)出願番号(日付) 4020100062941(2010.12.07)  

(731)出願人 吉野ゴム工業株式会社 

(111)登録番号(日付) 4009249900000(2012.06.28)  

(260)公告番号(日付) 4020120009575(2012.02.16)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録  

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2012.06.14)  

遡及区分(日付) (2010.12.07)  

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、色彩商標  

 

 

 

D187 龍神(｢龍神｣の漢字表記) 

(511)商品分類 20分類(7版) 28 分類(7版) 

31分類(7版) 

 

(220)出願番号(日付) 5620010000932(2001.08.01) 

(731)出願人 株式会社ソンウ 

(111)登録番号(日付) 4002196700000(2002.05.21) 

(260)公告番号(日付)  

(641)元出願番号(日付) 4019900009126(1990.04.03) 

(300)関連出願番号 4019900009126 5020010007221 

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2002.05.21) 

遡及区分(日付) (2001.08.01) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 



Ｅ．地域団体商標(商標一致) 

207 

 

 

 

D188 RYUJIN(｢龍神｣のローマ字表記) 

(511)商品分類 10分類(8版)  

 

 

(220)出願番号(日付) 4020030011650(2003.03.14) 

(731)出願人 テルモ株式会社 

(111)登録番号(日付) 4005916600000(2004.08.31) 

(260)公告番号(日付) 4020040025704(2004.06.02) 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2004.07.27) 

遡及区分(日付) (2003.03.14) 

審判事項  

区分 国内商標、英文商標、一般 

 

  



Ｅ．地域団体商標(商標一致) 

208 

 

 

 

 

 

Ｅ．地域団体商標(商標一致) 

  



Ｅ．地域団体商標(商標一致) 

209 

 

 

E001 神戸ビーフ 

(511)商品分類 29分類(9版)   

 

 

(220)出願番号(日付) 4020080047439(2008.10.02) 

(731)出願人 兵庫県食肉事業共同組合連合会 

(111)登録番号(日付) 4007972930000(2009.08.07)   

(260)公告番号(日付) 4020090022121(2009.05.08)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.08.03) 

遡及区分(日付) (2008.10.02) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

 

 

E002 神戸牛 

(511)商品分類 29分類(9版)   

 

(220)出願番号(日付) 4020080047441(2008.10.02) 

(731)出願人 兵庫県食肉事業共同組合連合会  

(111)登録番号(日付) 4007972910000(2009.08.07)   

(260)公告番号(日付) 4020090022123(2009.05.08)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.08.03) 

遡及区分(日付) (2008.10.02) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

  



Ｅ．地域団体商標(商標一致) 

210 

 

 

 

E003 但馬ビーフ 

(511)商品分類 29分類(9版)   

 

(220)出願番号(日付) 4020080047442(2008.10.02) 

(731)出願人 兵庫県食肉事業共同組合連合会 

(111)登録番号(日付) 4007972900000(2009.08.07)   

(260)公告番号(日付) 4020090022124(2009.05.08)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.08.03) 

遡及区分(日付) (2008.10.02) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

 

 

E004 但馬牛 

(511)商品分類 29分類(9版)   

 

(220)出願番号(日付) 4020080047443(2008.10.02) 

(731)出願人 兵庫県食肉事業共同組合連合会 

(111)登録番号(日付) 4007972890000(2009.08.07)   

(260)公告番号(日付) 4020090022125(2009.05.08)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.08.03) 

遡及区分(日付) (2008.10.02) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

  



Ｅ．地域団体商標(商標一致) 
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E005 今治タオル 

(511)商品分類  24分類(10 版)    

 

 

(111)国際登録番号(日付) 1027888(2009.12.25)(2013.08.

13) 

(731)出願人 Shikoku Towel Industrial 

Association(726622)、四国タ

オルインダストリアルアソシエ

ーション(520140216087)、  

(111)登録番号(日付) 2014.10.04   

(260)公告番号(日付) 4320140065315(2014.07.18)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2014.10.04) 

遡及区分(日付) (2013.08.13) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、複

合文字、一般 

 

 

 

E006 姫路おでん 

(511)商品分類 29分類(10 版)   

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4020150062119(2015.08.21) 

(731)出願人 姫路おでん協同組合 

(111)登録番号(日付)    

(260)公告番号(日付) 4020160005664(2016.01.18)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 公告   

最終処分(日付)  

遡及区分(日付) (2015.08.21) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 

※同一出願人の 4120150036260(2015.07.30)(第 43類)出願あり。 

  



Ｅ．地域団体商標(商標一致) 
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E007 비장탄(備長炭) 

(511)商品分類 20分類(9版)    

 

 

(220)出願番号(日付) 5020090006227(2009.04.06) 

(731)出願人 カン・ジェユン  

(111)登録番号(日付) 4004479580000(2009.08.25)   

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019980006115(1998.03.05)  

(300)関連出願番号 4019980006115 7020080000631   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2009.08.17) 

遡及区分(日付) (2009.04.06) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

E008 美濃焼 Minoya 

(511)商品分類 21分類(8版)   

 

(220)出願番号(日付) 4020040054227(2004.11.30) 

(731)出願人 パク・ジョンラク 

(111)登録番号(日付) 4006494200000(2006.02.01)   

(260)公告番号(日付) 4020050071461(2005.12.06)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2006.01.25) 

遡及区分(日付) (2004.11.30) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般 

 

  



Ｅ．地域団体商標(商標一致) 
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E009 本場大島 

 (511)商品分類 24分類(8版)    

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5620020007206(2002.06.03) 

(731)出願人 本場奄美大島 紬共同組合 

(111)登録番号(日付) 4002397790000(2003.03.14)   

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019910004837(1991.02.22)  

(300)関連出願番号 4019910004837 5020020006875   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2003.03.14) 

遡及区分(日付) (2002.06.03) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

E010 本場奄美大島 

(511)商品分類 24分類(7版)    

 

 

 

 

(220)出願番号(日付) 5020000007412(2000.08.22) 

(731)出願人 本場奄美大島 紬共同組合 

(111)登録番号(日付) 4002051860000(2000.10.09)   

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019890024290(1989.09.27)  

(300)関連出願番号  4019890024290   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2000.09.30) 

遡及区分(日付) (2000.08.22) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

  



Ｅ．地域団体商標(商標一致) 
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E011 本場奄美大島 

(511)商品分類 24分類(7版)    

 

(220)出願番号(日付) 5020000007410(2000.08.22) 

(731)出願人 本場奄美大島 紬共同組合 

(111)登録番号(日付) 4002010650000(2000.10.09)   

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019890024288(1989.09.27)  

(300)関連出願番号 4019890024288   

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2000.09.30) 

遡及区分(日付) (2000.08.22) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般 

 

 

 

E012 本場大島紬織物共同組合 

(511)商品分類 24分類(9版)    

 

 

(220)出願番号(日付) 5020070021520(2007.12.31) 

(731)出願人 本場奄美大島 紬共同組合 

(111)登録番号(日付) 4001573670000(2008.01.21)   

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019870008607(1987.04.28)  

(300)関連出願番号 4019870008607 5019980003817   

登録状態  登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2008.01.17) 

遡及区分(日付) (2007.12.31) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

 

 

 

  



Ｅ．地域団体商標(商標一致) 
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E013 本場仙臺味噌 仙台みそ 

(511)商品分類 30分類(8版)   

 

(111)国際登録番号(日付) 877676(2005.09.22)  

(731)出願人 SENDAI MISO SHOYU CO., 

LTD.(573785),   

(111)登録番号(日付) 2007.02.16   

(260)公告番号(日付) 4020060081666(2006.12.29 

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2007.02.16) 

遡及区分(日付) (2005.09.22) 

審判事項  

区分 国際登録商標(マドリッド)、図

形複合、一般 

 

 

 

E014 琉球泡盛 残波 

(511)商品分類 33分類(10 版)   

 

(220)出願番号(日付) 4020120073247(2012.11.26) 

(731)出願人 有限会社比嘉酒造 

(111)登録番号(日付) 4010031980000(2013.10.24)   

(260)公告番号(日付) 4020130074227(2013.07.31)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般))(2013.10.17) 

遡及区分(日付) (2012.11.26) 

審判事項  

区分 国内商標、漢字商標、一般商標 

  



Ｅ．地域団体商標(商標一致) 
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E015 田子の黒 

(511)商品分類 29分類(10 版)   

 

(220)出願番号(日付) 4020130018346(2013.03.25) 

(731)出願人 株式会社 TAKKO商事 

(111)登録番号(日付) 4010088570000(2013.11.22)   

(260)公告番号(日付) 4020130082616(2013.08.28)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2013.11.11) 

遡及区分(日付) (2013.03.25) 

審判事項  

区分 国内商標、複合文字、一般商標 

※指定商品はにんにく類である。 

 

 

 

E016 江戸小紋 

(511)商品分類 03分類(8版)    

 

 

(220)出願番号(日付) 5620050005675(2005.04.04) 

(731)出願人 株式会社井田両国堂 

(111)登録番号(日付) 4003259140000(2005.06.14)   

(260)公告番号(日付)   

(641)元出願番号(日付) 4019940029892(1994.07.26)  

(300)関連出願番号 4019940029892 5020050005077   

登録状態  登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2005.06.14) 

遡及区分(日付) (2005.04.04) 

審判事項  

区分 国内商標、一般 

※ただし、指定商品は第 3類のシャンプー、石けん、歯磨き等である。 

 

  



Ｅ．地域団体商標(商標一致) 
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E017 아산시 도고 온천 유황 돈 

(511)商品分類 43分類(10 版)   

 

 

 

(220)出願番号(日付) 4120140019229(2014.05.15) 

(731)出願人 牙山市(管理部署:牙山市農業技

術センター)   

(111)登録番号(日付) 4103156360000(2015.03.10)   

(260)公告番号(日付) 4120140114424(2014.11.27)  

(641)元出願番号(日付)  

(300)関連出願番号  

登録状態 登録 

最終処分(日付) 登録決定(一般)(2015.02.17) 

遡及区分(日付) (2014.05.15) 

審判事項  

区分 国内商標、図形複合、一般商標 

※道後温泉の表示とハングルが同じ(도고 온천)であるが、これは道高温泉で偶然の一致。 

 

 


