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地域団体商標出願状況を見て
本宮

度であって，全部，地域ブランドで出さなければいけ

それでは，第 2 部

ないという制度じゃないんですね。ところが，何でも

を始めさせていただきま

地域ブランドで出さなければいけないというイメージ

す。地域団体商標がこの 4

をすごく植えつけられてしまったところがあるみたい

月から導入されて，その受

で，無理やり地域ブランドで出そうと。だめなら審判

付が開始されました。地域

や訴訟まででも勝負しようという感じで出しているよ

団体商標に関しては，昨年，

うな感じが結構するんですよ。本来だったら地域ブラ

日本弁理士会で商標キャラ

ンドではなくて通常出願で出して登録になれば一番い

バン隊を組織し，商標委員

いじゃないですか。識別力がある言葉にすればいいし，

会は講師を派遣するという

3 条 2 項の識別力があれば 3 条 2 項でもいいわけだし，

責務を負っておりました。商標キャラバン隊としては

というところが十分理解されたのだろうか。そういう

全国 64 ヵ所で講演を行い，本会から講師，相談員を

検討がされた上で出願に結びついたのだろうかという

派遣してほしいという地域では商標委員会の皆さんを

と，ちょっと疑問があるような気がするんですね。

中心にお願いしてまいりました。今，特許庁に地域団

確かにもともと言葉の性質上とれないからしようが

体商標の出願が四百数件出ておりますが，そのうち，

ない，地域ブランドで出すしかないかなというのも多

特許庁で 4 月に 324 件が出願公開されております。去

くはそうだと思います。実際そういうのもあるんです

年の商標キャラバン隊で皆さん各地方に行かれたわけ

が，「えーっ？」というのも幾つかある。

ですが，そこから出てきた出願等を見て，どういうよ

訴訟になるような話を弁理士会はいろいろなところで

うに思われているのか，そういうところから話をして

普及したわけではないわけです。争ってくださいと言っ

いただければと思います。鈴木先生，どうぞ。

て普及したわけではなくて，争いを起こさないで，組合

鈴木

これは説明の仕方が，先生によっていろいろ

違っていたと思うんですが，この制度は今までの出願
制度に加えて，新たに出願の仕方が増えたという制
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※ 当原稿は「地域団体商標」の出願状況を踏まえ，座談会をテー
プおこししたものであり，個人の発言を極力尊重して掲載して
おります。
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同士で問題があるなら解決をして，それできちっとした

私は実際にキャラバン隊として行かせていただいたの

権利をとってブランドを守りましょうねという話をし

は愛媛県と香川県と山口県で，そのあたりはあまり出

てきたはずなのに，現実はそうなっていないというの

ていない。また，一番心配していた普通名称になって

はちょっと悲しいかなと。説明がうまくいっていなかっ

いるか，なっていないか，微妙な「うどん」について

たのかなということをちょっと反省させられました。

も出願が今のところないということで，陰ながら見

以上でございます。

守っていきたいなと思っているところです。

本宮 説明がうまくいった，いかなかったというよ

本宮

出願の状況を見ていて，吉井先生は石川県に

りは，活動としてはそれなりの成果があり，その意味

行かれましたよね。石川県はかなり満遍なく出ている

では，きちんとした説明をしながらやってきたと思う

ような気がするんですが，皆さん，どうですか。

んです。ただ，それぞれの地域の事情というのもいろ

押本

石川県はかなり出ているね。

いろ反映して動いている部分もあるのかなという気も

本宮

石川県については，温泉も含めてかなり出て

します。全体的に出願状況を見ると，京都がこのうち

いるんですけれども，農産品や工芸品に限らず，サー

の約 3 割を占めておりますが，47 都道府県，それな

ビスに関して温泉関係や飲食店関係の相談を受けたと

りに出ている状況もあります。ある県によっては自分

か，もしくは温泉をとるメリットはあるのかとか，そ

のところは少ないんじゃないかとか，そういうことを

ういう点も含めて，吉井さん，何かございませんか。

言っている県もあると聞いています。その辺を踏まえ

吉井

私の感想としては，さっき広瀬先生がおっ

て，広瀬先生は行かれたところの状況はどうですか。

しゃられたように，まず登録要件なんですね。講演を

広瀬 私は最南端の宮崎，鹿児島，沖縄に行ったん

するとあまりいいかげんなことを言えない。登録要件

ですが，沖縄は結構たくさん出ていて，そのわりには

をゆるく説明すれば，ただ弁理士が出願を煽っている

宮崎は出ていない。宮崎は出したいというので加入自

だけと思われこれも困りますし，かといって，これは

由の原則がちゃんとできていないと出せない。こうい

少し反省なんですけど，あまり登録要件について厳し

うふうにしないと出せませんと非常にシビアに考えて

く言い過ぎると，出願してみようとのチャレンジを最

いる。出している人たちはみんな大丈夫なのかなと私

初から諦め地元の先生のところに出願が来なくなる。

はすごく心配です。勇気を持って出している人を大丈

でも，今回，私は北陸 4 県を担当したんですが，地元

夫かなと思って見ている。

ということもありまして，とにかく県を挙げて県職員

本宮 そういう意味では私も出願しておりませんの

と組合の方と弁理士が一堂に集まって商標のことのみ

で，ピュアな形で評論家になれるのかなと思っていま

について考えたということではすごくプラスだった

す。代理されている方も何人かいらっしゃいますよね。

し，本部の弁理士会の理事の先生をはじめ，支援セン

久門

もともと出願するはずではなかったんです

ターの先生方も弁護士の方もたくさん関係者が来られ

が，当時の委員長から相談窓口に行くように言われて，

ました。その中で，講演全体の 2 ～ 3 割ぐらいは，地

地域団体商標の相談窓口の担当として行き，そのとき

域ブランドに限らず商標出願をいっぱい出しましょう，

のつながりで依頼を受けてしまいました。
本宮 それは，そこの組合の方がほかとおつき合い
等がなくて，きちんとルールに則っていれば別に問題
はないと思いますので，その辺はいいと思いますけど，
当時の委員長は私じゃないですか。（笑）
久門 私自身も 3 日前に出願の依頼を受けて，どう
しようかと思いましたが，とても積極的に出願をした
いと言って頂きましたので出願をすることになりまし
た。ですが，実際問題，周知証明書とかはまだ出して
いませんので，今後どうなっていくか不安ではありま
すが，できるだけのことをしたいとは思っております。
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というキャンペーンを張ったつもりではいたんです。

て石垣ブランドが価値が下がるというところからわざ

結局，今になってみると，地域ブランドの出願を登

わざつくっているわけなんです。でも，本来は組合の

録要件は厳しくても，もう少しチャレンジしてみて，

定めで石垣島で生産されたマンゴーしか「石垣島マン

ダメならダメで良しとし，この機会を逃したら二度と

ゴー」と使えない。だから，沖縄県農業協同組合で権

チャンスは来ないくらいに思って，とにかくチャレン

利をとって，組合の定めとしては石垣島の地区の農事

ジするつもりで出すという形をとるべきだったのかな

者のみという決まり事を先にしておけば，わざわざ八

と少し反省しています。ただ，今，いろいろ相談を受

重山ブランド協同組合で出す必要はなかった。しかも，

けているんですが，よく聞かれるのは，もし取れたら

事業協同組合ですから農業とかそういうのは一切入っ

何が良いんですかということです。それは権利を持つ

ていないので生産者の集まりじゃないんですね。販売

ということは良いことなんですよと強く言ってはおり

者の集まりになっている。

ますが，そうしたら加入自由で誰でも組合に入ってき

それと少しずれるんですが，やはり誤解があったの

て安売りしてしまう，入れたくない仲間が入ってくる

が，地域名＋普通名称ということになっているのに，指

んじゃないか，みたいなことも言われたりしていま

定商品を見ると，普通名称以外の商品がどんどん羅列さ

す。しかし，いろいろな問題を考えるばかりでは先へ

れてしまった。これは特許庁の指導も不十分であったろ

進まないので，とにかく出すべきですよと，この機会

うし，我々の指導もそこがちょっと行き届かなかった

に勇気を持って出さなかったら一生権利は取れません

ところなのかもしれない。ですから，そこのところを

よ，組合が権限を持てませんよ，というようなことで

今後さらに地域から求められたら，指導する際に徹底

今ハッパをかけているところです。

しておかなくてはいけないのではないかなと思います。

本宮

今の中で一番考えなければいけないのは，出

それから，今日お配りしました資料（※本稿末尾に

願して権利をとって，どこにメリットがあるのか，そ

掲載）は私的につくったものでございまして，特許庁

こが最後，踏み切るときにポイントになるのかなとい

のホームページ等に掲載されているものではございま

う気がするんですが，今回の地域団体商標に関して

せん。

は，組合等がメリットとして，にせものの排除，制度

本宮

導入を契機として組合内での品質の統一化を図ってい

この出願内容をみて，問題点としては，大き

く分けて何が挙げられますでしょうか。

こう，それと販路の拡大につなげたいということを組

押本 まず主体的要件のところにも問題があるし，

合等は考えているところもあると思うんです。そうい

それから指定商品にも問題があるような気がしました。

う意味で，この辺のところをよく挙げるんですが，そ

本宮 それは結構総体的に言える部分もありますよ

の辺，押本先生はどう思いますか。
押本

ね。指定商品について見る限り，いずれ商品の減縮をし

私，思いますに，地域団体商標は組合員なら

ていかなければいけないんだろうというのもあります

だれでも何でも使えるのかなという誤解をしていると

ね。ただ，これについては，最初の段階からガチガチで

ころがあるのかなと。通常使用権を認めるところで「組

はなく，基準等が最終的にどの辺で落ちつくのかとい

合の定めにより」となっているんですね。あと，品質

うのもあって，広めに書いているというような趣旨で

の維持を図らなければいけないということは，実質的

出ているのもかなりあるのかなという気がするんです

にはその地域が限定されていて，本来的にはそこに所

けれども，この辺，後半か

在する農事者のみが使用する権利を有するわけなんで

ら登場の松田先生，感想も

す。でも，出願の主体としては広い組合になっている。

含めて，どう思われますか。

そうすると，組合員全員が使えると思っているけれ

松田

弁理士登録して

ども，実際はほんの一部の組合員だけというところに

40 年 近 く な る 松 田 で す。

誤解があって，例えば沖縄なんかは八重山ブランド協

私は全部で 8 県回ってきま

同組合をわざわざ設立しています。なぜかというと，

して，8 県回ってきたわり

沖縄県農業協同組合石垣島に関連する地域ブランド

には，受任したのは，そこ

全部とられてしまうと，本島の組合員が使ってしまっ

の地域とは関係ない東京と
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埼玉の 2 件だけだったんです。東京の 1 件のほうはガ

井滝

私はキャラバン隊として講演したわけではな

ラス細工なんですね。江戸切子，つくっているものが

かったんですが，幸い運よく 1 件出願を代理すること

アクセサリーから器から花瓶からワーッとあるもので

ができて，4 月 1 日にでき，実にありがたいなと思い

すからね。それから過去につくったというのまで考え

ます。これは，偶然だったんですが，依頼者がこの制

ると，いろいろなのが載っているんですね。どこま

度が始まるということを 1 年以上前から新聞か何かで

で書けばいいんだ。類もバーッといっちゃいますし，

知り，制度が始まるのを待っていました。かなり売ら

ここはカット，ここはカットと，金額の関係でいろい

れている商品であることは間違いないんですけれど

ろカットしてもらいましたけど，こうなると，どこか

も，地名＋普通名称なのでやはり 3 条 2 項は難しいよ

ら何が出てくるかわからないところがありまして，多

うな商標でして，まさにこれでとれたらいいなという

少広目に書いたことは書きました。それをやらないと，

商標です。

あれが漏れていた，これが漏れていたと，もとつくっ

それから，この資料をざっと見ていくと，今まで地

ていて，今つくっていないけど，またつくり始めるか

域ブランドの登録というものを経験していない者に

もしれない。そのおそれがあるので，ちょっと不安感

とってみると，「あれ？ こんなのが」というのがほん

はあります。だから，物によってはそうやって書かざる

とうに正直な感想でして，まさにこういうのをどうに

を得ないものもあったのかなと。

かしてとっていくのが地域ブランドの制度かなという

そういう感じなんですが，いずれにしろ，今回回っ

のを今，実際に感じています。そういう意味では地元

てみて感じたのは，その地域で熱心に商売やっている

の人たちがブランドという意識を持ってブランドを育

人たちは燃えていますから一生懸命出そうと。こっち

てていくという気持ちを持ってやっていける制度がで

は普通名称になっているんじゃないかと水をかけるわ

きたということはいいことじゃないかなと私自身は

けにもいかないし，第 1 回目なので審査官もどうやる

思っています。

かわからない。行政官庁としても，いきなりあれだけ

本宮

今井さん，どうですか。

PR やって歩いたので，登録件数が少ないとみっとも

今井

私はキャラバン隊に行っていません。また地

ないから，かなり甘くなる可能性もあるだろうと。そ

域ブランドに関する出願をまだ行っておりません。そ

こを考えると，多少不安でも出さざるを得ないかな。

のような状況で出願された例を幾つか見てみますと，

それはわかりませんよ。わからないけれども，予測

今は制度が始まったばかりなので，皆さん，焦って出

した 600 件で今 400 件。そのうち登録になるのが 300

願をしていらっしゃる状態がよくわかりました。また，

ぐらいかなという，大体そんな範囲のところで動いて

日本弁理士会でも普及活動，啓蒙活動をいろいろして

いるようですから，こんなものだろうとは思いますが，

きたと思いますが，主体的要件や，商品の指定の仕方

出した人は，これをとることによって自分の商品が売

等の形式的な面で少しおかしいなと思われる出願が見

れるというような何かちょっと勘違いしているんです

受けられるので，その辺は残念だったかなとは思いま

ね。商標登録とれば，それでおしまいだと。それでう

す。ただ，今，井滝先生もおっしゃられたように，地

ちの商品は売れる。そうじゃないんだ。これから努力

域の方が地元のブランドを何とか育てていこうという

して，そのブランドを育てなければいけない。特にこ

気持ちを大切にするということが経済活動においては

の制度は，これから 100 年もつかどうか知りませんけ

重要なことだと思いますので，制度としては良かった

ど，これからずっとある制度ですね。今回は過去のも

と思います。ただ，今のところ，これらの出願された

のを 1 回整理するのだけれども，これからは育てて

例が，ストレートに通るのかという不安なところはあ

やっていくものも出てくるんだから，これからの勝負

ると思いますので，今後の審査の行方を見ていきたい

なんですよ。そこを今回の地域団体商標がとれれば，

と思っています。

すべてうちの商品は売れるんだみたいな，ちょっと勘
違いしているかなという気はしています。
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今，審査の行方というのが出ましたが，審査

のあり方もいろいろ見ていかなければいけないのだろ

本宮 おそらくそうなんでしょう。私もそう思うと
ころもあります。井滝先生，どうですか。

本宮

うと思います。審議会で地域団体商標制度を導入する
ことを議論してきたわけですが，そのときに一番問題
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になったのは，だれにその権利を認めるんだという，

で，後から譲渡するということは不可能なわけです。

そのブランドと主体の関係です。そうすると，確かに

にもかかわらず，株式会社で出願してしまっていると

そのブランドは知っているんだけれども，どの団体の

いうのは明らかなミステイクだと思うんです。そこは

ブランドかわからない，要は顔が見えないという問題

特許庁自身も名義変更というところを明確に指導して

もやっぱりあるわけです。今そうやっていくと，皆

なかったというところに瑕疵があると思うんです。

さん，そのブランド名は聞いたことあるよ。だけど，

といいますのは，一方の組合だけが使っていて，他

「えっ，この組合でほんとうにいいの？」と思うとこ

方の組合は出願していなかった。でも，向こうも周知

ろもやっぱりあるんじゃないかと思うんですが，その

だったというときには部分譲渡を認めて，共同出願に

辺，どうですか。

することを認めるということを基準に書いているわけ

鈴木

それはありましたよ。私は栃木と群馬と山梨

なんですね。だから，最初は株式会社で出しておい

に行きましたが，その中で栃木で話題になったものが

て，後で協同組合に譲渡すればいいやという安易な気

結城紬ですね。よく見たら後のほうにも同じ分類で

持ちで出したものがある。農事組合法人の場合は，組

出ているんですね。2 回出しているんだね。同じなの

合法との関係で加入制限禁止条項という要件を満たさ

が 2 つ出ているので，「あれ？」とか思うんですけど，

ないにもかかわらず，ちょっと間違って出してしまっ

これでいくと 3 頁目ともうちょっと後のほう，結城紬

たというところで，今後はこれについて事前に会員に

がそのままですね。指定の仕方が結城地域に由来する

流していかないと，誤った出願を今後もどんどん代理

と片一方は書いている。私は講演のときに何と言った

人がやってしまったら，弁理士の信用にもかかわる問

かというと，2 つの地域であることはわかっているわ

題じゃないかなと，この点でまず思いました。

けだから，両方の組合でもともと出願して図形入りの

それから，能登牛に関して言いますと，フレッシュ

権利を持っているんですね。なので，よく話し合った

組合というのは飼料関係の協同組合で，後で全国農業

上で出すようにして下さい，と言ってきたのを記憶し

協同組合で出している。全国農業協同組合の場合も

ているんですけど，最初の出願を見て，うわっと思っ

1 つ問題がございまして，全農の配下には個別農協が

たんですが，後のほうで共同で出願しているのを見て，

あって，その配下に農事者がいる。使用権は，組合等

ああ，よかったと思いました。

の定めにより構成員に対しては使用権は認めますよと

押本

でも，出願人が違うでしょう。結城郡織物協

同組合と……。

なっていると，全農の下にいるのは個別農協しか使用
権がないということになってしまう。農事者には使用

鈴木

本当だ。

権がない。これについて特許庁に今，問い合わせ中な

本宮

ある意味，競合状態というような問題もある

んですが，特許庁としては，間接構成員は個別農協を

と思うんですけれども，こういうのを挙げていくと切

構成する構成員も含まれるということに解釈できる，

りがないんですが，押本先生，何かありますか。

と考えているようです。

押本

まず，見つけられたのは株式会社の出願が 4

そうすると，今度は別の問題が出まして，使用権の

件，それから個人の出願が 1 件，農事組合法人の出願

ところで，組合等の定めにより，すべての構成員につ

が 1 件あるんですね。特許庁の基準からしますと，出

いて使用権があるとなっている。全農でとってしまう

願時に主体的要件を満たしていなくてはいけないの

と，すべての構成員が能登牛というのを使えるのか。
そうすると，定めにおいて各構成員と契約をちゃんと
結んでおかないといけないということになる。それは
何百何十万戸ある農事者と契約を結ばなくてはいけな
い。それは不可能なことです。そういう解釈でいいの
かという問題も出てくる。ですから，使用権が構成員
に及ぶというところの解釈が，あまりにも不正確に伝
わっていると思われます。
本宮
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主体に関して，皆さん，どうですか。全体的に主体を

本宮

いろいろなご指摘がありましたが，最後のほ

見ていくと，この制度自体が，本来は生産者保護の制

うで京都が出てきました。ずらっと京都を見て，どう

度としていろいろ考えていた部分が，どうもシフトし

いう印象ですか。全体の 3 分の 1 ですよ。見る限り，

て，流通業者が出願人になっているようなのがかなり

まとまっていないんだよなというのがよくわかる部分

多いような気がしますが。ある部分，
農産物等であれば，

もあるし，本当にこれでいいの？

農協に行った段階で流通ということになるので，そこ

もあるんじゃないかと思うんですが，その辺，皆さん，

との関連は当然考えられるんですけれども，全体的に

どうですか。

流通業者がかなり出ているんじゃないかという印象を
受けるんですが，皆さん，その辺，どうでしょうか。

鈴木

と思うようなもの

私の印象は，最初にもちょっと言いましたけ

ど，別に 4 月 1 日に出さなくてもいけない商標じゃな

押本 これは法律上は「使用する者」となっている

いんですよ。だから，よく練って……。もちろん 1 年

ので，7 条 2 の規定上は，その使用というのは販売者

前から準備されていた方はそれでいいと思うんです。

も含まれていると。ですから，流通業者が入るのも致

だけど，そうじゃなければ，ほんとうにこれをとる意

し方ない部分もあるんですが，制度趣旨からいきます

味があるのかということも含めて，組合等できちっと

と，生産者が使用する商標というものを地域団体とし

話をして基準をつくって，それで出されるんだったら，

て保護しようということで法律はでき上がって，審査

4 月にこんなに出願が集中する必然性はあまりなかっ

基準のほうの段階にいきますと，商品を生産すること

たような気がするんですけどね。

及び商標を使用すること云々という言葉が出てきてい

本宮

僕はあまり好きじゃないんですが，テレビ等

る。要は生産者が今度ラベルを張るときに，自分は商

で出るときに，タイトルが「地域ブランド争奪戦」と

標権を持っていないというところで 1 つ問題が出てき

出るんですよね。争奪戦じゃないんだよな。適正な者

て，流通業者と生産者の共同の権利にしないと権利が

に権利を与えるのであって，要は権利をとれる主体は

認められないようなケースが出てくるだろうというも

その人しかいないんだから，争奪じゃないというよう

のがかなり内在していると。

なイメージを持っているんですね。でも，テレビの番

もう一つ，指定商品の問題なんですが，例えば山形

組としては争奪戦とやったほうが受けるとは思うので

のところで指定商品が「はえぬき米」となっているん

何とも言えませんが，基本的には争奪戦じゃないと思

ですけど，「はえぬき米」というのはまだ品種登録な

うんですね。その人たちが使っていて，その人たちの

んですね。そうすると，普通名称じゃないんですよ。

ブランドとなって，その人を保護していこうという制

ですから，そういう指定は本当はまずいんですけれど

度なんだから，その表現はいかがなものかなと思うん

も，「はえぬき米」で指定している。そうすると，出

ですけれども，どうも実際のところを見ると「争奪戦」

願商標も「はえぬき」となっているので，地域名＋普

になっている部分もあるんだろうなと感じますね。

通名称ではなくなってくる。ただ，2 年後になります

押本

京都の丹波関係というのはある意味で争奪戦

と「はえぬき」の品種登録の権利が切れますので，そ

で，京都が先に出願したというところだと思うんです

のころになると普通名称として登録されるかもしれな

ね。丹波というのは，京都だけじゃなくて兵庫県，大阪，

い。ただ，今の時点で，これが登録されるかというと

京都，その 3 地域にまたがる地域のことを言うので，

「ノー」と言わざるを得ないんじゃないかなと。

例えばそこでとれる「丹波栗」とかは，ある意味で地

そういったものとしては，京都で出されている「京

域ブランドとして，その地域の方がとることができる

都大納言」とか「丹波栗」というのは本来は商品の品

のに，京都産の何々となっていると。そうすると，そ

種名なんですね。それが一地域の農協にとられて独占

れ以外の兵庫県産のものは排除されているんですね。

権を与えていいのかどうかという問題があるんです

指定商品の記載として全農が出しているものからする

が，これは農林水産省のほうとも関係する状況なので，

と如何なものかなと思われるものが散見される。

特許庁としては普通名称ということは立証できない限

それから，「丹波黒」というのは，ある意味で品種

り認めざるを得なくなる。果たしてそれでいいのかと

名なんです。「丹波黒大豆」という表現でも品種名と

いうところになったときにちょっと疑問が残るかな。

して使っているんです。それを「丹波黒」という形で
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とっている。実際に岡山県なんかは「丹波黒」という

松田

いや，違っていてもいいんだよ。そこは総称

のは京都なんかより多いんです。「丹波黒」を使って

でいくんだから，そんな厳密で科学的な区別じゃない

いるわけです。それが権利になっちゃって，「えっ？」

から，そこは上でかぶせちゃっても……。

と思われる県の人が出てくる。岡山県もあまり出願は

押本

いや，正確に言いますと，「BL1」というの

されておりませんが，今後，自分のところも権利を確保

は「コシヒカリ福井 BL1」「BL2」「BL3」で，「コシ

するためには出してくる可能性はあるかもしれません。

ヒカリ新潟 BL1」「BL2」「BL3」「BL4」。もう 1 カ所，

本宮

この後，審査という面も当然考えていかなけ

「BL1」「BL2」と品種登録が十何種類あるんです。全

ればいけないと思うんですが，実際，特許庁としてど

部つくり方が違って別品種だから品種登録になってい

ういうような審査をしていかないと適正な権利者に権

るんです。それで，コシヒカリというのは命名登録の

利が付与されないようになるのか。審査はどうあるべ

もので特定されているわけなんですよ。それと全く同

きかということで，
皆さん，
何かお考え等ございますか。

じということで売ること自身が本来は私は問題だろう

押本

特許庁の方に聞いたんですが，地域ブラン

と思っています。

ドで問題あるものは慎重に審査させてもらうとおっ

松田

それはどういうブランドで売るかというだけ

しゃっていました。問題のないのは，いわゆるファー

の話であって，それを総称でそういうブランドにする

ストアクション 7 カ月ということですので，その範囲

というのは，その土地の自由じゃないかな。

で登録になるものは出てくるだろう。ただ，かなり問
題のある出願が多いので，審査はどんどん遅れるだろ

押本

あって，「コシヒカリ」じゃないです。

うと。遅れることに対してクレームが来ると，特許庁
としては変な審査を行わざるを得ない。だから，私は

でも，普通名称としては「米」が普通名称で

鈴木

じゃ，登録を受けられないだけだからいいん

じゃないですか。

これは十分時間をかけて審査していただくのがいい

押本

でも，もし登録するとしたら。

し，特許庁だけじゃなくて，農林水産省が品種名に関

鈴木

いや，基準に入らないんだったら登録を受け

するデータはいっぱい持っているんです。そのデータ

られないと拒絶されてもそれはしょうがないものね。

の提供を受けてやらなくちゃいけない。

普通名称がないんだったら，今回の基準に合わないわ

今，新潟のコシヒカリが問題になっていますが，
「コ

けだからね。そういう検討して出願しているかどうか

シヒカリ新潟 BL1」というのが今の正しいコシヒカリ

というのは甚だ疑問だというのがやっぱりありますよ。

なんです。60 キロのお米にはそう書いてあるんです。

本宮

今の普通名称かどうかという問題も，普通名

それを 10 キロに変えたときに，どちらからといいま

称に関してもかなりぎちぎちに見るわけじゃなくて，俗

すとコシヒカリに変わっているんです。じゃ，「コシ

称とかまでいいとか，そこまで来るわけでしょう。

ヒカリ BL1」は何かというと，ササニシキを母体とし

松田

今回は品質基準は内部規則で決めればいいと

て，それにコシヒカリを掛け合わせて，さらにコシヒ

いうことだけのことで，出願に対しては品質は問うて

カリと掛け合わせてやっとでき上がったものが「コシ

ないんだよね。品質は全く問うてない。

ヒカリ BL1」。そうすると，商品的にはコシヒカリで

押本

商品が違うということですね。

はなくなってきている。でも，
「コシヒカリ BL1」
となっ

松田

いや，さっき石垣島のマンゴーと言ったけれ

ている。「新潟産コシヒカリ」という名称を「コシヒ

ど，沖縄でとれているマンゴーに使用権を設定して使

カリ米」で登録していいかどうかというのは，農林水

わせたって，それは構わない。まあ，指定商品の限定

産省と話し合って，商品的に正しいかどうか確認して

をどういうふうにするかの問題はあるけどね。

登録していただきたい。ある意味，農林水産省の協力
なくして地域ブランドの適正な保護はできないのでは

本宮

は専用権と禁止権の問題ですよね。

ないかなと思います。

松田

松田 「BL1」も引っくるめて，そういう名前で呼
ぶというのは地域の自由じゃないかな。
押本

でも，商品が違うんですよ。
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なきゃいけない。僕も例に出したんだけれども，「仙
台平」というはかまの生地は，今仙台でつくっていな
くて米沢でほとんどつくっているわけだよね。だけど，
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「仙台平」という名前で名物として売っている。

松田

押本 でも，伝統に由来するでしょう。

ちゃうし，結束が悪ければつぶれるし。

松田 伝統に由来するけど，米沢でつくったって仙
台ひらでいいんだから。
押本

押本

あれは新潟県だけなんだよね。ほかの県は全

部「コシヒカリ」そのまま使っている。魚沼のほうも

いわゆる農産物に関しては「○×産の■■」

としなさいとなっています。
松田

地域の結束力がうまくいっていれば戻ってき

10％の人は昔のコシヒカリで栽培しているという状況
になっている。マスコミが騒げば難しくなるし，沈静

だから，「何とか産」がぼけていてもいいん

化するとそのまま登録になるしということだろうと。

だと思うよ。さっきの何とか周辺地域もあっていいん
だと僕は解釈している。

本宮

今，マスコミの話が出ましたが，マスコミで

取り上げるところというのはかなり話題性があるとこ

押本 三ヶ日にしたって「三ヶ日及びその周辺」と

ろです。話題性があるところを取り上げると，そこは

いう形になっているんですけれども，確か，あれはも

争いになるところとか，普通名称的になっているとこ

ともと昔からライセンスを与えていた範囲だと思うん

ろとか，そういうところばかり取り上げられると，自

ですよね。

分たちがまとまって権利をとろうと思いつつもとれな

松田 だけど，今回の特許庁の地域団体商標の要件
には品質は一切問われてないんだよな。品質基準は内

くなるという状況もあるのではないかなと私は思うん
ですが，皆さん，そう思いませんか。

部基準でつくる，それだけの話だから。

押本 「讃岐うどん」というのはマスコミで騒いだ

鈴木 それは自分で決めなさいということになって
いますよね。

わけですけれども，
でも，
今，
結城紬だって「本場結城紬」
と「結城紬」が出ているわけです。
「本場」というのは

松田 そこまでこだわる必要はないんじゃないかな。

公正取引委員会の基準によれば商品「さぬきうどん」

押本 わざわざ「コシヒカリ」とやっているわけだ

に関して香川県で製造されたものしか「本場」は使え

から。

ないわけなんですよ。だとすると，
「本場讃岐うどん」

鈴木 指定商品についてはいいんですが，普通名称

という名称であれば，多分，地域ブランドの登録が可

かどうかの基準はわりと厳密に判断しているんじゃな

能だろうと思うんですね。ただ，
「讃岐うどん」となる

いでしょうかね，普通名称か，それの略称か，慣用商

と東京でもつくっているし，みんながつくっているか

標か。それに該当しないものであれば，これは認めら

ら，これは差別化できないという見解の特許庁の人も

れなくてもしょうがないですよね。

いました。丸っきりだめだという見解の人もいました。

松田 今回の地域団体商標は，普通でいったら，も

本宮

でも，讃岐地方に行かれて，そういう状況で

ともと 3 条で間違いなく蹴られる出願だよね。自他商

はなかった面もあるかなという気がするんです。つま

品識別力というのが大前提にあって，識別力がない

り，自分たちのブランドという意識はかなり強いよう

ものは拒絶しますよ，だれが売っているかわからな

に思うんですが，その辺，香川に行かれてどうでしたか。

い，特定できないから。だけど，地域の人たち全員が
集まったら，それ以外の人と区別できるだろうという

久門

讃岐うどんといっても，冷凍めんの組合と乾

燥めんの組合とか組合も 1 つではないというところが

ので，そこで識別力の発生を認めたわけだな。発生を
認めたんだから，そういう意味では，普通名称のほう
だって若干戻ってきても，つまりその地域がぴしっと
おさまっていれば，普通名称から戻ってきても今回の
はセーフじゃないかなという気がする。そこまでシビ
アではないんじゃないかな。
鈴木 それは審査次第だから何とも言えないところ
がありますけどね。
本宮 これはシビアになる部分と緩くなる部分と両
方出てくるでしょうね。
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あります。その組合が皆さん仲良くまとまって共同し

これから「盛岡わんこそば」というのを地域で村おこ

て出願するとして，今，押本先生がおっしゃっていた

しというか，市おこしでやればいいので，そういう意

ように「本場」をつけて出願をするというのも 1 つの

味でこれからも町おこし，村おこしのためには利用で

手だなと思いました。

きる制度ではあると。

松田

しかし，それで出願したって，「本場」をつ

けて使ってなかったんでしょ。

ただ，そこで今度はおもしろいのが，先ほどもちらっ
と出てきたけど，「盛岡わんこそば」，飲食物の提供，

久門

そうですよね。

じゃあ，ここで 1 団体とる。じゃあ，乾めんとゆでめ

押本

でも，査定時に周知になっていればいいんだ

んは同じ区分だから，類似範囲が一緒だから，そこは

から。
鈴木

共同しないとだめだろうとか，組合はいろいろあって
まあ，それはそうだけど。だから，その手の

もいいんだけれども，それぞれのところでとってもい

話は前にも商標委員会の中でも出たじゃないですか。

いし，類似群が一緒だったら一緒にならなければいけ

半分，普通名称化しているかどうかわからないような

ないし，だれか 1 人がワーッと旗振りやった，あっち

ものについては，「薩摩の薩摩いも」でいいじゃない

は何とかなるからって乾めんの人が旗を振っちゃっ

ですか，自分たちでブランドをつくれば。まあ，「本

た，団体の結束の仕方が難しいなと。

場」をつけてもいいですけれども，「讃岐の讃岐うど

押本

そういう意味で行政というか，地方公共団体

ん」，「下仁田の下仁田ねぎ」としてもう一度使い出し

が何らかのリーダーシップをとってまとめなければい

て有名にして，自分たちのブランドにする，というふ

けないだろうし，まさに地域ブランドという地域の活

うにすれば，今回のこの制度をうまく利用したことに

性化のためにやるんだから，そのために主体的要件と

なると僕は思うんですよ。

して，そこを一致団結させるような努力を地方自治体

今までは漫然とやっていた商品に対して名前を漫然

が行わなければいけないと思うんですね。

とつけていたわけだけれども，主体的に自分たちでつ

広瀬 わんこそばは盛岡をつけてとらないと，とれ

けて商品開発をして，今までつくってきた名称を守る

ないわけでしょう。だから，ほかのところが「青森わん

ために商品の基準をつくって，それで品質管理をきち

こそば」とかやっているんだから，放っておけば，わん

んとして農業従事者を選定してやるのが本来のこの制

こそばと言えば盛岡だというのが今の常識なのに，わ

度だと僕は思うんですよね。そうだとすれは，今まで

ざわざ「盛岡わんこそば」とすると，わんこそばと言

普通名称化してしまったものについては，今までやっ

えば盛岡のわんこそばじゃないんだということになる。

てこなかったからしようがないんですから，基準をも
う一度きちっとつくり直してやれば，逆にこの制度は

松田

だけで使えるんだって。

よく機能するんじゃないだろうかなと。
松田

ほかはちゃんと断っているけど，うちはこれ

だから，それはこれからの育て方みたいなも

のも含めていいわけだからね。

鈴木

でも，わんこそばは地域名が入っていない。

広瀬

それはとれないんだよ。とれなくていいの。

押本

わんこそばって，おわんを重ねることのほう

鈴木

まあ，そういうことですね。

の意味じゃないの？

松田

僕は岩手に行ってきたんだけど，わんこそば

鈴木

おわんのそばのことでしょう？

は 1 件も出ていない。盛岡でわんこそばを売っている

広瀬

そう。

のは皆さんもご存じだと思うけれども，花巻市では「花

鈴木

だから，地域名＋ブランド名の商品名になっ

巻わんこそば」で売っているんだね。ところが，盛岡

ていないから。

はわんこそばだけでほとんど売ってきたわけだ。そう

広瀬

ならないけど……。

すると，近隣にも「盛岡わんこそば」という名前は響

押本

だから，役務の提供としてはいいけれど，そ

いてないんだ。じゃ，わんこそばだけだったら普通名

ばとしては普通名称にならないでしょう。

称だから，権利をとるには「盛岡わんこそば」しかな

松田

料理名か？

いと。じゃ，これから頑張りなさいよと言うしかない。

押本

料理名のほうでしょう。

それもこれからありだから，今までのものじゃなくて，

鈴木

どうなんだろう。わんこそば用のそば。（笑）
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松田 わんこそば用のめんか。わんこそば自体は違
うのかな。

泉にする奴が出てくるとか，そういう泉質の点もあり
ますが，サービスもあると思いますね。あまりにもひ

鈴木 じゃ，わんこそばで出したら 3 条 2 項でとれ

どいサービスをする旅館が出てきたら，組合で何々温

るかな。そんなことはないだろう。3 条 2 項でもとり

泉は使わせないという，その権限を実際行使するかど

ようがないよ。

うかは別として，権限を持つことが意味があるんだと

広瀬 そばで？

思うんです。出されたところは勇気があるし，これか

松田 わんこそば用のそば？

らブランド化して行くためには，
この権限の下，
良いサー

鈴木 そばの提供だったらとれるかな。

ビス，良い泉質に心掛けることが大事と思うんです。

広瀬 そばの提供だったらとれるんじゃない？

押本

新潟県もまだいっぱいあるじゃない？

鈴木 そばの提供なら 3 条 2 項とれるか。それ，進

吉井

そうなんです。だから，勇気を持って権利を

とりましょうと PR しています。

めてみたら？
松田 それから，不思議なのは，温泉だよね。あれ

まとめ

は宿泊の提供と温泉。
鈴木 温泉は出願するのに勇気が要ると思うな。

本宮

松田 これについて登録した場合，にせものがどこ
へ出てくるんだろうね。

そろそろ時間も迫ってまいりましたが，いず

れにしても，最後に品質の問題が出ましたが，内部で
の品質の統一化を図って，自分のところから出る商品，

吉井 温泉について権利を取られた方は勇気がある

そのブランドをつけた商品やサービスは一定の同じ品

と思いますね。地域ブランドをとる価値って聞かれた

質で，需要者に不利益を与えないというものでなけれ

ら，やっぱり組合で基準を設けて，基準に満たない人

ばブランドとしては成り立たないだろうし，そういう

をいかに罰するかという権限を持つことだと思うんで

ふうに自分たちを規制していかなければブランドも

す。しかし逆に，皆さんそれにしり込みしちゃうんで

育っていかないんだろうというところに大きいメリッ

すね。そんな権限を持ったら責任があるし，もし品質

トもあるんだろうと思います。地域ブランドについて

が悪いやつがいたら，ちゃんと理事会で懲らしめられ

は，町おこし，村おこしを早い段階で保護していこう

るのかと考えると，そんな権限を持つべきなのか。持

というのが今回の趣旨ですけれども，町おこし，村お

つと厄介になりそうだと考えたりするじゃないでしょ

こし的に一体となってやっている団体に適正な形で権

うか。ところが，温泉組合がそれを持つべく出願した

利付与が行くような審査の枠組み，もしくは審査の運

ということは素晴らしい決断と思います。

用をとってもらうということが一番望ましいことだ

松田 だから，それは商標権の問題ではなくて内部

し，本来あるべき姿なんじゃないかなと思います。

規律の問題で，全国へ向かって，うちは権利を持って

そういう意味では，これからまた委員会のほうにも

いて，ほかに温泉はつくらせないぞ，そんな例はある

相談とか講師の派遣が来たときには，そのようなスタ

のかな。北海道の片山津温泉，絶対嫌だ。

ンスで皆さんお願いできればと思いますので，よろし

鈴木 温泉の水を売るとかいって，商品のところで

くお願いいたします。

とるならまだ意味はわかるけど。

野上

どうもありがとうございました。まず不使用

押本 例えば鳥取県だと，三朝温泉といったらラジ

商標対策と地域団体商標とについて現状どうなってい

ウム温泉じゃないと三朝温泉って言えない。だから，

るのか，より具体的な数字，具体例を出していただい

ラジウム温泉であれば三朝温泉と使いますとなると，

て，よく理解することができました。また，これらに

極端な場合，質もある程度提供できるようになるんで

ついて今どんな問題があるのかということも理解でき

すよ。山代温泉とか，そういうのも何らかの質を維持

たと思います。

できるし，するために権利をとったんだろうと。

本当に今日は座談会にご出席頂き，誠にありがとう

吉井 でも，温泉の泉質もありますけど，混ぜた温
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地域団体商標出願一覧
都道
府県

出願人

出願された商標

標準
文字

出願番号

出願区分

（2006年 6 月 1 日現在）
指定商品及び指定役務

愛 知

八丁味噌協同組合

八丁味噌

商願2006-029437

第30類

愛知県岡崎市八帖町産の味噌

愛 知

八丁味噌協同組合

八丁味噌

商願2006-029438

第30類

愛知県岡崎市八帖町産の味噌

愛 知

八丁味噌協同組合

八丁味噌

商願2006-029439

第30類

愛知県岡崎市八帖町産の味噌

東 京

東京伝統木版画工芸協同
組合

江戸木版画

商願2006-029440

第16類

東京・千葉・埼玉・茨城に由来する製法により生産された木版画

兵 庫

明石浦漁業協同組合

明石鯛

標準

商願2006-029441

第29.31類

明石産の鯛

兵 庫

明石浦漁業協同組合

明石蛸

標準

商願2006-029442

第29.31類

明石産の蛸

兵 庫

明石浦漁業協同組合

明石海苔

標準

商願2006-029443

第29類

明石産の干し海苔，明石産の焼き海苔

ジャマ
イカ

コーヒー インダストリー
ボード オブ ジャマイカ

BLUE MOUNTAIN
COFFEE

商願2006-029445

第30類

第30類 ブルーマウンテン産のコーヒー，ブルーマウンテン産のコーヒー豆

沖 縄

沖縄生麺協同組合

沖縄そば

標準

商願2006-029446

第29類

沖縄県産の穀物の加工品

沖 縄

沖縄県黒砂糖協同組合

沖縄黒糖

標準

商願2006-029447

第30類

第30類 沖縄県産の黒砂糖

沖 縄

沖縄県黒砂糖協同組合

伊平屋島産黒糖

標準

商願2006-029448

第30類

第30類 伊平屋島産の黒砂糖

沖 縄

沖縄県黒砂糖協同組合

粟国島産黒糖

標準

商願2006-029449

第30類

第30類 粟国島産の黒砂糖

沖 縄

沖縄県黒砂糖協同組合

多良間島産黒糖

標準

商願2006-029450

第30類

第30類 多良間島産の黒砂糖

沖 縄

沖縄県黒砂糖協同組合

小浜島産黒糖

標準

商願2006-029451

第30類

第30類 小浜島産の黒砂糖

沖 縄

沖縄県黒砂糖協同組合

西表島産黒糖

標準

商願2006-029452

第30類

第30類 西表島産の黒砂糖

沖 縄

沖縄県黒砂糖協同組合

波照間島産黒糖

標準

商願2006-029453

第30類

第30類 波照間島産の黒砂糖

沖 縄

沖縄県黒砂糖協同組合

与那国島産黒糖

標準

商願2006-029454

第30類

第30類 与那国島産の黒砂糖

青 森

田子町農業協同組合

たっこにんにく

標準

商願2006-029455

第31類

青森県田子町産のにんにく

新 潟

全国農業協同組合連合会

新潟県産コシヒカリ

標準

商願2006-029456

第30類

新潟県産のコシヒカリ米

新 潟

全国農業協同組合連合会

魚沼産コシヒカリ

標準

商願2006-029457

第30類

新潟県魚沼地域産のコシヒカリ米

新 潟

全国農業協同組合連合会

岩船産コシヒカリ

標準

商願2006-029458

第30類

新潟県岩船地域産のコシヒカリ米

新 潟

全国農業協同組合連合会

佐渡産コシヒカリ

標準

商願2006-029459

第30類

新潟県佐渡地域産のコシヒカリ米

新 潟

全国農業協同組合連合会

新潟米

標準

商願2006-029460

第30類

新潟県産の米

新 潟

全国農業協同組合連合会

魚沼米

標準

商願2006-029461

第30類

新潟県魚沼地域産の米

新 潟

全国農業協同組合連合会

岩船米

標準

商願2006-029462

第30類

新潟県岩船地域産の米

新 潟

全国農業協同組合連合会

佐渡米

標準

商願2006-029463

第30類

新潟県佐渡地域産の米

新 潟

全国農業協同組合連合会

にいがたねぎ

標準

商願2006-029464

第31類

新潟県産のねぎ

新 潟

全国農業協同組合連合会

新潟えだまめ

標準

商願2006-029465

第31類

新潟県産の枝豆

新 潟

全国農業協同組合連合会

新潟茶豆

標準

商願2006-029466

第31類

新潟県産の茶豆

徳 島

全国農業協同組合連合会

なると金時

標準

商願2006-029467

第31類

徳島県鳴門市・徳島市・板野郡産の金時さつまいも

高 知

四万十川下流漁業協同組合

四万十川の青のり

標準

商願2006-029468

第29類

四万十川産の干し青のり

高 知

四万十川下流漁業協同組合

四万十川の青さのり

標準

商願2006-029469

第29類

四万十川産の干し青さのり

鹿児島

本場奄美大島紬協同組合

本場奄美大島紬

標準

商願2006-029470

第24類

第24類 奄美大島産の大島紬

神奈川

小田原蒲鉾水産加工業協
同組合

小田原蒲鉾

標準

商願2006-029475

第29類

小田原産のかまぼこ

神奈川

小田原蒲鉾水産加工業協
同組合

小田原かまぼこ

標準

商願2006-029476

第29類

小田原産のかまぼこ

三 重

松阪肉事業協同組合

松阪肉

標準

商願2006-029477

第
29.31.43
類

松阪及びその周辺地域産の牛肉及びその牛肉を用いた肉製品 第31類 松阪及びそ
の周辺地域産の牛 第43類 松阪及びその周辺地域における松阪及びその周辺地域
産の牛肉料理の提供

三 重

松阪肉事業協同組合

松阪牛

標準

商願2006-029478

第
29.31.43
類

松阪及びその周辺地域産の牛肉及びその牛肉を用いた肉製品 第31類 松阪及びそ
の周辺地域産の牛 第43類 松阪及びその周辺地域における松阪及びその周辺地域
産の牛肉料理の提供

福 島

協同組合蔵のまち喜多方
老麺会

喜多方ラーメン

標準

商願2006-029479

第30.43類

福島県喜多方市産のラーメンのめん，福島県喜多方市産の即席ラーメン 第43類
福島県喜多方市における又は福島県喜多方市を発祥地とするラーメンの提供

愛 知

愛知県味噌溜醤油工業共
同組合

愛知八丁味噌

商願2006-029480

第30類

第30類 愛知県産の八丁味噌

愛 知

愛知県味噌溜醤油工業共
同組合

愛知八丁赤だし

商願2006-029481

第30類

愛知県産の八丁赤だしみそ

秋 田

あきた北央農業協同組合， 比内地鶏
かづの農業協同組合，あき
た北農業協同組合，鷹巣農
業協同組合，秋田やまもと
農業協同組合，あきた白神
農業協同組合

標準

商願2006-029482

第29類

第29類 雄比内鶏と雌ロード種を掛け合わせた食用鶏肉

静 岡

三ヶ日町農業協同組合

三ヶ日みかん

標準

商願2006-029483

第31類

第31類 三ヶ日及びその周辺産のみかん

和歌山

ありだ農業協同組合

有田みかん

標準

商願2006-029484

第31類

第31類 和歌山県有田地域産のみかん

和歌山

みなべいなみ農業協同組合

紀州みなべの／南高
梅

商願2006-029485

第29.31類

第29類 和歌山県みなべ地方産の南高梅を主要な原材料とする梅干
山県みなべ地方産の南高梅

和歌山

和歌山県農業協同組合連
合会

紀州うすい

標準

商願2006-029486

第31類

第31類 和歌山県産のうすいえんどう

千 葉

富里市農業協同組合

富里スイカ

標準

商願2006-029487

第31類

第31類 富里市産のスイカ

京 都

京都府生菓子協同組合

京生菓子

商願2006-029488

第30類

第30類 京都産の生菓子

京 都

京都府菓子工業組合

京飴

商願2006-029489

第30類

第30類 京都産の飴

京 都

京都府菓子工業組合

京せんべい

商願2006-029490

第30類

第30類 京都産のせんべい

岐 阜

全国農業協同組合連合会

飛騨牛

商願2006-029491

第
29.31.43
類

第29類 岐阜県内で肥育された和牛の牛肉，岐阜県内で肥育された和牛の牛肉を加
工したローストビーフ・つくだ煮・肉製品，岐阜県内で肥育された和牛の牛肉を使
用した調理済みカレー・調理済みハヤシライス・調理済みシチュー・調理済みハン
バーグ・調理済みコロッケ・調理済みカツ・調理済み炊き込みご飯・調理済みすき
焼き丼・調理済み牛丼，岐阜県内で肥育された和牛の牛肉を使用したカレー・シ
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チュー又はスープのもと 第31類 岐阜県内で肥育された和牛，岐阜県内で分娩さ
れた和牛子牛，岐阜県内で飼養管理されている繁殖牝和牛及び種雄和牛 第43類
岐阜県内で肥育された和牛の牛肉料理を主とする飲食物の提供

岐 阜

岐阜提灯協同組合

岐阜提灯

標準

商願2006-029492

第11類

第11類 岐阜地方に由来する製法により生産されたちょうちん

石 川

石川県味噌工業協同組合

能登みそ

標準

商願2006-029493

第30類

第30類 石川県産のみそ

石 川

石川県味噌工業協同組合

加賀みそ

標準

商願2006-029494

第30類

第30類 石川県産のみそ

東 京

東京都味噌工業協同組合

江戸甘味噌

標準

商願2006-029495

第30類

第30類 東京産の甘口みそ

兵 庫

たじま農業協同組合

但馬牛

標準

商願2006-029496

第31類

第31類 兵庫県主に但馬地方で肥育された和牛

兵 庫

兵庫県食肉事業協同組合
連合会

神戸ビーフ

標準

商願2006-029497

第29類

第29類 兵庫県産の和牛の肉

兵 庫

兵庫県食肉事業協同組合
連合会

神戸肉

標準

商願2006-029498

第29類

第29類 兵庫県産の和牛の肉

兵 庫

兵庫県食肉事業協同組合
連合会

神戸牛

標準

商願2006-029499

第29類

第29類 兵庫県産の和牛の肉

兵 庫

兵庫県食肉事業協同組合
連合会

但馬ビーフ

標準

商願2006-029500

第29類

第29類 兵庫県産の和牛の肉

兵 庫

兵庫県食肉事業協同組合
連合会

但馬牛

標準

商願2006-029501

第29類

第29類 兵庫県産の和牛の肉

北海道

沼川農業協同組合

宗谷黒牛

標準

商願2006-029502

第29類

北海道稚内市宗谷岬において肥育された牛の肉，北海道稚内市宗谷岬において肥育
された牛の肉製品，北海道稚内市宗谷岬において肥育された牛の肉を用いたビーフシ
チューのもと，北海道稚内市宗谷岬において肥育された牛の肉を用いたビーフカレー
シチューのもと

熊 本

黒川温泉観光旅館協同組合

黒川温泉

商願2006-029503

第44類

第44類 熊本県阿蘇郡南小国町黒川地区における温泉浴場施設の提供

熊 本

漬阿蘇たかな漬協同組合

阿蘇たかな

商願2006-029504

第29類

第29類 熊本県阿蘇地方で生産されるたかなを主要な原材料とする漬物

和歌山

和歌山県製麺協同組合

和歌山ラーメン

標準

商願2006-029505

第30類

第30類 和歌山県産のスープ付き中華そばのめん

大 阪

大阪欄間工芸協同組合

大阪欄間

標準

商願2006-029506

第19類

第19類 大阪府産の欄間

和歌山

和歌山県木炭協同組合

紀州備長炭

標準

商願2006-029507

第
01.04.05.
20類

第1類 和歌山県産の水質浄化用備長炭，和歌山県産の土壌改良用備長炭，和歌山県
産の調湿用備長炭，和歌山県産の調理用備長炭，和歌山県産の風呂用備長炭 第4類
和歌山県産の備長炭 第5類 和歌山県産の消臭用備長炭（身体用及び工業用のものを除
く。） 第20類 和歌山県産の室内装飾用備長炭

熊 本

球磨焼酎酒造組合

球磨焼酎

商願2006-029508

第33類

第33類 熊本県人吉（球磨）地方で製造された焼酎

熊 本

熊本県辛子蓮根協同組合

熊本名産からし蓮根

商願2006-029509

第30類

第30類 熊本県に由来する輪切りした蓮根の穴に辛子味噌を詰めて揚げた蓮根

福 岡

小石原焼陶器協同組合

小石原焼

商願2006-029510

第21類

第21類 福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で
生産された陶磁器製の食器類，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を
主原料として同地区で生産された陶磁器製の彫刻，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区
で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製の置物，福岡県朝倉
郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製
の小立像，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区
で生産された陶磁器製の美術品，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土
を主原料として同地区で生産された陶磁器製の仏像，福岡県朝倉郡東峰村小石原地
区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製の花器，福岡県朝
倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器
製の湯飲み茶碗，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として
同地区で生産された陶磁器製の額皿，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された
陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製の茶道具，福岡県朝倉郡東峰村小
石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製の包装容
器，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産
された陶磁器製の小像の陶像，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を
主原料として同地区で生産された陶磁器製の立て看板，福岡県朝倉郡東峰村小石原
地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製のハンドル，福
岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された
陶磁器製のフライパン，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料
として同地区で生産された陶磁器製のシチューなべ，福岡県朝倉郡東峰村小石原地
区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製のジョッキ，福岡
県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶
磁器製のビールジョッキ，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原
料として同地区で生産された陶磁器製のティーポット，福岡県朝倉郡東峰村小石原
地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製のしゃもじ，福
岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された
陶磁器製のすりばち，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料と
して同地区で生産された陶磁器製のすりこぎ，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採
掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製のなべ，福岡県朝倉郡東
峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製のな
べ敷，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生
産された陶磁器製のぜん，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原
料として同地区で生産された陶磁器製のふるい，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で
採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製のまないた，福岡県朝
倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器
製のろうそく立て，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料とし
て同地区で生産された陶磁器製のアイスペール，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で
採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製のマグカップ，福岡県
朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁
器製のレモン絞り器，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料と
して同地区で生産された陶磁器製の花瓶，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘さ
れた陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製の水盤，福岡県朝倉郡東峰村
小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製の絵皿，
福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産され
た陶磁器製の壺，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として
同地区で生産された陶磁器製の香炉，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された
陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製の水差し，福岡県朝倉郡東峰村小
石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製の土鈴，福
岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された
陶磁器製の茶入れ，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料とし
て同地区で生産された陶磁器製の化粧用具，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘
された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製の植木鉢，福岡県朝倉郡東
峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産された陶磁器製の水
筒，福岡県朝倉郡東峰村小石原地区で採掘された陶土を主原料として同地区で生産
された陶磁器製の大根卸し
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兵 庫

日本ケミカルシューズ工
業組合

神戸シューズ

標準

商願2006-029511

第25類

第25類 神戸産の靴，神戸産の運動用特殊靴

沖 縄

沖縄県農業協同組合

おきなわ和牛

標準

商願2006-029512

第29類

第29類 沖縄産の牛肉

奈 良

奈良県木材協同組合連合
会，奈良県森林組合連合会

吉野杉

商願2006-029513

第19類

第19類 奈良県吉野地方産の杉材

奈 良

奈良県木材協同組合連合
会，奈良県森林組合連合会

吉野桧

商願2006-029514

第19類

第19類 奈良県吉野地方産の桧材

奈 良

奈良県木材協同組合連合
会，奈良県森林組合連合会

吉野材

商願2006-029515

第19類

第19類 奈良県吉野地方産の木材

石 川

能登わかば農業協同組合

中島菜

商願2006-029516

第31類

第31類 中島町産のかぶら菜

奈 良

吉野葛製造事業協同組合

吉野本葛

商願2006-029517

第01.30類

第1類 奈良県吉野地方産のくず粉 第30類 奈良県吉野地方産のくず粉，奈良県吉
野地方産のくず粉を主要な原材料とする菓子及びパン

奈 良

吉野葛製造事業協同組合

吉野葛

商願2006-029518

第01.30類

第1類 奈良県吉野地方産のくず粉 第30類 奈良県吉野地方産のくず粉，奈良県吉
野地方産のくず粉を主要な原材料とする菓子及びパン

石 川

協同組合金沢ミートプロ
ダクツ

能登和牛

商願2006-029519

第29類

第29類 能登産の和牛肉，能登産の和牛肉製品

石 川

協同組合金沢ミートプロ
ダクツ

能登牛

商願2006-029520

第29類

第29類 能登産の牛肉，能登産の牛肉製品

石 川

協同組合金沢ミートプロ
ダクツ

能登豚

商願2006-029521

第29類

第29類 能登産の豚肉，能登産の豚肉製品

茨 城

茨城県結城郡織物協同組合

結城紬

京 都

西陣織工業組合

西陣爪掻本綴織

京 都

西陣織工業組合

西陣御召

京 都

西陣織工業組合

京 都
京 都

標準

商願2006-029522

第24類

第24類 茨城県結城地域に由来する製法により生産された紬織物

商願2006-029523

第24.25類

第24類 京都市西陣地域に由来する製法により生産された爪掻本綴織物（畳べり地
を除く。） 第25類 京都市西陣地域に由来する製法により生産された爪掻本綴織
物を用いた帯

標準

商願2006-029524

第24.25類

第24類 京都市西陣地域に由来する製法により生産された御召縮緬織物（畳べり地
を除く。） 第25類 京都市西陣地域に由来する製法により生産された御召縮緬織
物を用いた和服

西陣金襴

標準

商願2006-029525

第24類

第24類 京都市西陣地域に由来する製法により生産された金襴織物（畳べり地を除
く。），京都市西陣地域に由来する製法により生産された金襴織物を用いたふくさ

京都房撚紐工業協同組合

京房ひも

標準

商願2006-029526

第26類

第26類 京都府に由来する製法により生産された房ひも

京都数珠製造卸協同組合

京念珠

標準

商願2006-029527

第20類

第20類 京都に由来する製法により生産された念珠

京 都

京くみひも工業協同組合

京くみひも

標準

商願2006-029528

第26類

第26類 京都府に由来する製法により生産された組みひも

京 都

京都府和裁協同組合

京仕立

標準

商願2006-029529

第40類

第40類 京都府における和服の仕立

沖 縄

沖縄県農業協同組合

石垣牛

標準

商願2006-029530

第29類

第29類 石垣産の牛肉

鹿児島

鹿児島県経済農業協同組
合連合会

鹿児島黒牛

標準

商願2006-029531

第29類

第29類 鹿児島県産の牛肉

兵 庫

兵庫県鞄工業組合

豊岡鞄

標準

商願2006-029532

第18類

第18類 豊岡産のかばん類

京 都

京都府茶協同組合

宇治茶

商願2006-029533

第30類

第30類 京都府において加工された茶

京 都

湯の花温泉観光旅館協同
組合

湯の花温泉

商願2006-029534

第43.44類

第43類 京都府亀岡市湯の花地域における温泉浴場施設を有する宿泊施設の提供
第44類 京都府亀岡市湯の花地域における温泉浴場の提供

広 島

全国農業協同組合連合会

ひろしま牛

標準

商願2006-029535

第29類

第29類 広島県産の牛肉

岐 阜

白川茶農業協同組合連合会

美濃白川茶

標準

商願2006-029536

第30類

第30類 美濃白川（白川町と東白川村を含む岐阜県加茂郡・関市・中津川市・美濃
市・恵那市・美濃加茂市・郡上市・下呂市・可児市及び可児郡）産の茶

岐 阜

岐阜県陶磁器工業協同組
合連合会

美濃焼

標準

商願2006-029537

第19.21類

第19類 美濃地方産の陶磁製タイル 第21類 美濃地方産の陶磁製包装用容器，美
濃地方産の陶磁製かま，美濃地方産の土鍋，美濃地方産の土瓶，美濃地方産の陶磁
製きゅうす，美濃地方産の陶磁製コップ，美濃地方産の陶磁製杯，美濃地方産の陶
磁製皿，美濃地方産の陶磁製サラダボール，美濃地方産の陶磁製重箱，美濃地方産
の陶磁製茶わん，美濃地方産の陶磁製徳利，美濃地方産の陶磁製鉢，美濃地方産の
陶磁製ビールジョッキ，美濃地方産の陶磁製水差し，美濃地方産の陶磁製湯飲み，
美濃地方産の陶磁製わん，美濃地方産の陶磁製菓子鉢，美濃地方産の陶磁製つぼ，
美濃地方産の陶磁製水筒，美濃地方産の陶磁製こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り
出し容器，美濃地方産の陶磁製卵立て，美濃地方産の陶磁製ナプキンホルダー及び
ナプキンリング，美濃地方産の陶磁製ようじ入れ，美濃地方産の陶磁製しゃもじ，
美濃地方産の陶磁製すりばち，美濃地方産の陶磁製大根卸し，美濃地方産の陶磁製
なべ敷き，美濃地方産の陶磁製はし，美濃地方産の陶磁製レモン絞り器，美濃地方
産の陶磁製箸置き，美濃地方産の陶磁製食卓ベル，美濃地方産の陶磁製スプーン，
美濃地方産の陶磁製散蓮華，美濃地方産の陶磁製植木鉢，美濃地方産の陶磁製じょ
うろ，美濃地方産の陶磁製貯金箱，美濃地方産の陶磁製花瓶及び陶磁製水盤，美濃
地方産の陶磁製風鈴，美濃地方産の陶磁製土鈴，美濃地方産の陶磁製香炉，美濃地
方産の陶磁製せっけん入れ，美濃地方産の陶磁製歯ブラシ入れ，その他の美濃地方
産の陶磁器，美濃地方産の陶磁製ろうそく立て，美濃地方産の陶磁製愛玩動物用食
器，美濃地方産の陶磁製お守り，美濃地方産の陶磁製せっけん用ディスペンサー，
美濃地方産の陶磁製ティッシュ取り出し用箱，美濃地方産の陶磁製置物，美濃地方
産の額皿

静 岡

由比港漁業協同組合他

由比桜えび

標準

商願2006-029538

第29類

第29類 由比で水揚げされた桜えび（生きているものを除く），由比で加工された
桜えび，由比で釜揚げされた桜えび，由比で素干しされた桜えび，由比で煮干しさ
れた桜えび

千 葉

安房農業協同組合

房州びわ

商願2006-029541

第31類

第31類 千葉県産のびわ

山 形

山形おきたま農業協同組合

米沢牛

商願2006-029542

第29類

第29類 米沢産の牛肉

山 形

山形おきたま農業協同組合

山形おきたま産はえ
ぬき

商願2006-029543

第30類

第30類 山形県置賜地区産のはえぬき米

山 梨

山梨県印章店協同組合

甲州手彫印章

標準

商願2006-029544

第16類

第16類 山梨県産の手彫り印章

山 梨

中巨摩東部農業協同組合

やはたいも

標準

商願2006-029545

第29類

第29類 甲斐市産のさといも

長 崎

長崎県菓子工業組合

長崎カステラ

標準

商願2006-029546

第30類

第30類 長崎県産のカステラ

福 岡

北九東部農業協同組合

合馬たけのこ

標準

商願2006-029547

第29.31類

第29類 合馬産穂先たけのこ，合馬産筍水煮，合馬産干し筍，合馬産筍缶詰・瓶詰
め及び袋詰，合馬産筍塩漬け，合馬産筍の薄皮，合馬産筍を主材とする惣菜，鶏肉・
合馬産筍を主材料とする炊き込みごはんのもと 第31類 合馬産たけのこ

沖 縄

沖縄県漁業協同組合連合会

沖縄もずく

標準

商願2006-029549

第
29.30.31
類

第29類 沖縄産モズクの加工品
縄産のモズク

Vol.59

No.8

標準

－31－

第30類

沖縄産モズク入りの加工品

第31類

パテント2006

沖

地域団体商標出願が開始されて
都道
府県

出願人

標準
文字

沖 縄

琉球びんがた事業協同組合

出願番号

琉球びんがた

標準

商願2006-029550

第24類

第24類 沖縄地域に由来する製法により生産されたびんがた染物

沖 縄

那覇伝統織物事業協同組合

長 野

首里織

標準

商願2006-029551

第24類

第24類 沖縄県の首里・那覇地域に由来する製法により生産された織物

みなみ信州農業協同組合， 市田柿
下伊那園芸農業協同組合

標準

商願2006-029558

第29類

第29類 長野県飯田下伊那産の干し柿

滋 賀

雄琴温泉旅館協同組合

雄琴温泉

標準

商願2006-029569

第43.44類

第43類 滋賀県大津市雄琴における温泉浴場施設を有する宿泊施設の提供
滋賀県大津市雄琴における温泉浴場施設の提供

滋 賀

湖東繊維工業協同組合，滋
賀県麻織物工業協同組合

近江の麻

標準

商願2006-029577

第24.25類

第24類 滋賀県で生産された麻織物，滋賀県で生産された麻混紡織物，滋賀県で生
産された麻交織物，滋賀県で生産された麻織物を用いた布製身の周り品，滋賀県で
生産された麻混紡織物を用いた布製身の周り品，滋賀県で生産された麻交織物を用
いた布製身の回り品，滋賀県で生産された麻織物を用いたかや・敷布・布団・布団
カバー・布団側・まくらカバー・座布団カバー，滋賀県で生産された麻混紡織物を
用いたかや・敷布・布団・布団カバー・布団側・まくらカバー・座布団カバー，滋
賀県で生産された麻交織物を用いたかや・敷布・布団・布団カバー・布団側・まく
らカバー・座布団カバー，滋賀県で生産された麻織物を用いたテーブルナプキン・
ふきん，滋賀県で生産された麻混紡織物を用いたテーブルナプキン・ふきん，滋賀
県で生産された麻交織物を用いたテーブルナプキン・ふきん，滋賀県で生産された
麻織物を用いたのぼり及び旗（紙製のものを除く。），滋賀県で生産された麻混紡
織物を用いたのぼり及び旗（紙製のものを除く。），滋賀県で生産された麻交織物
を用いたのぼり及び旗（紙製のものを除く。），滋賀県で生産された麻織物を用い
たいすカバー・壁掛け・カーテン・テーブル掛け・暖簾，滋賀県で生産された麻混
紡織物を用いたいすカバー・壁掛け・カーテン・テーブル掛け・暖簾，滋賀県で生
産された麻交織物を用いたいすカバー・壁掛け・カーテン・テーブル掛け・暖簾，
滋賀県で生産された麻織物を用いた経かたびら，滋賀県で生産された麻混紡織物を
用いた経かたびら，滋賀県で生産された麻交織物を用いた経かたびら，滋賀県で生
産された麻織物を用いた布製ラベル，滋賀県で生産された麻混紡織物を用いた布製
ラベル，滋賀県で生産された麻交織物を用いた布製ラベル 第25類 滋賀県で生産
された麻織物を用いた被服

滋 賀

湖東繊維工業協同組合，滋
賀県麻織物工業協同組合

近江ちぢみ

標準

商願2006-029578

第24.25類

第24類 滋賀県で生産されたちぢみ，滋賀県で生産されたちぢみを用いた布製身の
周り品，滋賀県で生産されたちぢみを用いたかや・敷布・布団・布団カバー・布団
側・まくらカバー・座布団カバー，滋賀県で生産されたちぢみを用いたテーブルナ
プキン・ふきん，滋賀県で生産されたちぢみを用いたいすカバー・壁掛け・カーテ
ン・テーブル掛け・暖簾，滋賀県で生産されたちぢみを用いた経かたびら，滋賀県
で生産されたちぢみを用いた布製ラベル 第25類 滋賀県で生産されたちぢみを用
いた被服

北海道

胆振水産加工業協同組合

虎杖浜たらこ

標準

商願2006-029586

第29類

第29類 虎杖浜産のたらこ

石 川

金沢仏壇商工業協同組合

金沢仏壇

標準

商願2006-029594

第20類

第20類 石川県金沢市において主要な生産工程が行われた仏壇

石 川

七尾仏壇協同組合

七尾仏壇

標準

商願2006-029595

第20類

第20類 石川県七尾市において主要な生産工程が行われた仏壇

石 川

石川県牛首紬生産振興協
同組合

牛首紬

標準

商願2006-029596

第24.25類

第24類 石川県旧牛首村に由来する製法により生産された紬織物，石川県旧牛首村
に由来する製法により生産された紬織物の布製身の回り品・織物製テーブルナプキ
ン・ふきん 第25類 石川県旧牛首村に由来する製法により生産された紬織物の
帯・長着・羽織・はかま・ショール・ネクタイ・ネッカチーフ

石 川

協同組合加賀染振興協会

加賀友禅

標準

商願2006-029597

第24.25類

第24類 石川県の加賀地域に由来する友禅染を施した織物・メリヤス生地・不織布・
布製身の回り品・織物製テーブルナプキン・ふきん 第25類 石川県の加賀地域に
由来する友禅染を施した帯・帯揚げ・腰ひも・じゅばん・道行・長着・羽織・八掛・半
えり・ショール・スカーフ・ネクタイ・ネッカチーフ

石 川

輪島漆器商工業協同組合

輪島塗

標準

商願2006-029598

第20.21類

第20類 石川県旧輪島市（平成18年2月1日合併以前）において漆塗り工程が行なわ
れた木製包装用容器（「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。）・おけ・竹製
の包装用容器・木製ふた・盆（金属製のものを除く。）・食器戸棚・茶だんす・洋
服だんす・和だんす・卓・サイドボード・手元だんす・小袖だんす・脇だんす・置
物台・小引出・キャビネット・チェスト・座卓・事務机・食卓・勉強机・和机・セ
ンターテーブル・ダイニングテーブル・文机・コタツ板・安楽いす・きょうそく・
腰掛けいす・座いす・食卓用いす・長いす・幼児用ハイチェアー・ソファー・鏡台・
三面鏡台・姿見台・手鏡・一面鏡台・ドレッサー・時代鏡・いこう・おもち箱・傘
立て・げた箱・書棚・陳列棚・飾り棚・文庫・宝石箱（貴金属製のものを除く。）・
硯箱・色紙箱・短冊箱・手拭き掛け・ポットワゴン・免状箱・針箱・文箱・刀掛・
刀立・手箱・コレクションケース・本立て・本箱・マガジンラック・電話台・つい
立て・びょうぶ・位はい・三宝・数珠・花立て・仏壇・へいし・経机・厨子・仏具
膳・角樽・線香箱・焼香箱・線香筒・線香立て・広蓋・おりん台・高杯・仏飯器・
焼香台・額縁・壁掛け・パネル・軸・短冊・柱掛・花台・見台・風鎮・ペン皿・ネー
ムプレート・標札・漆額 第21類 石川県旧輪島市（平成18年2月1日合併以前）に
おいて漆塗り工程が行なわれた杯・コップ・皿・サラダボール・重箱・茶わん・デ
カンター・徳利・鉢・ビールジョッキ・べんとう箱・水差し・湯飲み・わん・コー
ヒーカップ・ティーカップ・ワイングラス・銘々皿・取り皿・寿司桶・盛器・菓子
器・盃・ぐいのみ・枡・片口・屠蘇器・コースター・手桶・縁高・飾り皿・棗・炉
縁・喰籠・茶杓・茶箱・菓子缶・たる・茶かん・つぼ・茶筒・盆（貴金属製のもの
を除く。)・ようじ入れ（貴金属製のものを除く。)・しゃもじ・ぜん・はし・はし
箱・はし置き・お絞り入れ・茶櫃・スプーン・箱膳・卓上膳・茶托・酒袴・ターナー・
レンゲ・板・天目台・ナプキンリング（貴金属製のものを除く。)・ちりかご・浴室用腰掛
け・浴室用手おけ・花瓶・香炉・香合・水盤・花器・御所車・懐中鏡・くし・コンパクト
（貴金属製のものを除く。)・靴べら

石 川

石川県九谷陶磁器商工業
協同組合連合会

九谷焼

標準

商願2006-029599

第21類

第21類 石川県旧九谷村に由来する製法により製造された陶磁製の飲料用容器・化
粧品用容器・なべ・きゅうす・コップ・杯・皿・サラダボール・重箱・茶わん・ディッ
シュカバー・デカンター・徳利・鉢・ビールジョッキ・水差し・湯飲み・わん・つ
ぼ・アイスペール・こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器・卵立て・ナプキ
ンホルダー及びナプキンリング・ようじ入れ・しゃもじ・なべ敷き・ろうそく立て・
植木鉢・貯金箱・花瓶及び水盤・風鈴・立て看板・香炉・コッフェル

石 川

大野醤油協同組合

大野醤油

標準

商願2006-029600

第30類

第30類 石川県金沢市大野町産の醤油

石 川

山代温泉旅館協同組合

山代温泉

標準

商願2006-029601

第43.44類

第43類 石川県加賀市山代温泉内における宿泊施設の提供，石川県加賀市山代温泉
内における飲食物の提供 第44類 石川県加賀市山代温泉内における温泉浴場施設
の提供

石 川

山中温泉旅舘協同組合

山中温泉

標準

商願2006-029602

第43.44類

第43類 石川県加賀市山中温泉内における宿泊施設の提供，石川県加賀市山中温泉
内における飲食物の提供 第44類 石川県加賀市山中温泉内における温泉浴場施設
の提供

石 川

粟津温泉旅館協同組合

粟津温泉

標準

商願2006-029603

第43.44類

第43類 石川県小松市粟津町・井ノ口町・戸津町・湯上町及び上荒屋町における宿
泊施設の提供，石川県小松市粟津町・井ノ口町・戸津町・湯上町及び上荒屋町にお
ける飲食物の提供 第44類 石川県小松市粟津町・井ノ口町・戸津町・湯上町及び
上荒屋町における温泉浴場施設の提供
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石 川

片山津温泉旅館協同組合

出願番号

出願区分

指定商品及び指定役務

片山津温泉

標準

商願2006-029604

第43.44類

第43類 石川県加賀市片山津温泉・片山津町および潮津町における宿泊施設の提供，
石川県加賀市片山津温泉・片山津町および潮津町における飲食物の提供 第44類
石川県加賀市片山津温泉・片山津町および潮津町における温泉浴場施設の提供

石 川

和倉温泉旅舘協同組合

和倉温泉

標準

商願2006-029605

第43.44類

第43類 石川県七尾市和倉町・奥原町・石崎町における宿泊施設の提供，石川県七
尾市和倉町・奥原町・石崎町における飲食物の提供 第44類 石川県七尾市和倉町・
奥原町・石崎町における温泉浴場施設の提供

石 川

石川県箔商工業協同組合

金沢箔

標準

商願2006-029606

第06.14類

第6類 石川県金沢市産の銅又は銅合金のはく・粉及び展伸材，石川県金沢市産のア
ルミニウム又はアルミニウム合金のはく・粉及び展伸材 第14類 石川県金沢市産
の金又は金合金のはく・粉及び展伸材，石川県金沢市産の銀又は銀合金のはく・粉
及び展伸材

群 馬

群馬県達磨製造協同組合

高崎だるま

商願2006-029615

第28類

第28類 だるま

静 岡

川根茶業協同組合

川根茶

標準

商願2006-029626

第30類

第30類 静岡県榛原郡川根町及び川根本町（旧・中川根町及び旧・本川根町）で生
産・販売される茶

広 島

広島県酒造組合連合会

広島の酒

標準

商願2006-029681

第33類

第33類 広島県産の日本酒

広 島

広島県果実農業協同組合
連合会

広島みかん

標準

商願2006-029682

第31類

第31類 広島県産のみかん

広 島

広島県果実農業協同組合
連合会

広島レモン

標準

商願2006-029683

第31類

第31類 広島県産のレモン

広 島

広島県果実農業協同組合
連合会

広島はっさく

標準

商願2006-029684

第31類

第31類 広島県産のはっさく

広 島

広島県果実農業協同組合
連合会

広島いちじく蓬萃柿

商願2006-029685

第31類

第31類 広島県産のいちじく

大 阪

泉州織物工業組合，泉州織
物構造改善工業組合

和泉木綿

商願2006-029719

第24類

第24類 泉州で製織された綿織物

愛 媛

西宇和農業協同組合

西宇和／みかん

商願2006-029724

第31類

第31類 西宇和産のみかん

愛 媛

西宇和農業協同組合

真穴みかん （ロゴ）

商願2006-029725

第31類

第31類 真穴産のみかん

愛 媛

西宇和農業協同組合

川上／みかん

商願2006-029726

第31類

第31類 川上産のみかん

佐 賀

神崎そうめん協同組合

神崎そうめん

標準

商願2006-029751

第30類

第30類 佐賀県神埼郡産のそうめんのめん

福 岡

博多人形商工業協同組合

博多人形

標準

商願2006-029763

第28類

第28類 福岡県産の人形

宮 崎

宮崎県経済農業協同組合
連合会

宮崎牛

商願2006-029764

第29類

第29類 宮崎県産の牛肉

宮 崎

宮崎県経済農業協同組合
連合会

宮崎和牛

商願2006-029765

第29類

第29類 宮崎県産の牛肉

北海道

苫小牧漁業協同組合

苫小牧産ほっき貝

標準

商願2006-029874

第31類

第31類 苫小牧産のほっき貝

宮 城

全国農業協同組合連合会

仙台牛

標準

商願2006-029878

第29類

第29類 宮城県産の牛肉

静 岡

焼津鰹節水産加工業協同
組合

焼津鰹節

商願2006-029893

第29類

第29類 静岡県焼津市で製造されたかつお節

静 岡

静岡県経済農業協同組合
連合会，静岡県茶商工業協
同組合

静岡茶

商願2006-029894

第30.32類

第30類 静岡県産の緑茶 第32類 静岡県産の緑茶を主原料とする清涼飲料

石 川

金沢市農業協同組合，金沢
中央農業協同組合

加賀野菜

標準

商願2006-030026

第31類

第31類 金沢産のさつまいも，金沢産のれんこん，金沢産のたけのこ，金沢産のきゅ
うり，金沢産のスイゼンジナ，金沢産のフジマメ，金沢産のなす，金沢産のだいこ
ん，金沢産のせり，金沢産のかぼちゃ，金沢産のずいき，金沢産のくわい，金沢産
のねぎ，金沢産のからしな，金沢産の春菊

石 川

金沢市農業協同組合，金沢
中央農業協同組合

加賀太きゅうり

標準

商願2006-030027

第31類

第31類 金沢産のきゅうり

石 川

金沢市農業協同組合，金沢
中央農業協同組合

加賀太れんこん

標準

商願2006-030028

第31類

第31類 金沢産のれんこん

石 川

金沢市農業協同組合，金沢
中央農業協同組合

金沢一本太ねぎ

標準

商願2006-030029

第31類

第31類 金沢産のねぎ

石 川

金沢市農業協同組合，金沢
中央農業協同組合

加賀つるまめ

標準

商願2006-030030

第31類

第31類 金沢産のフジマメ

大 分

大分県漁業協同組合

豊後別府湾／ちりめん

商願2006-030057

第29類

第29類 大分県産のちりめんじゃこ

島 根

いずも農業協同組合

多伎いちじく

商願2006-030259

第29.31類

第29類 加工野菜及び加工果実 第31類 果実

沖 縄

沖縄県酒造組合連合会

琉球泡盛

商願2006-030823

第33類

第33類 沖縄県産の泡盛

鹿児島

南さつま農業協同組合

知覧紅

標準

商願2006-031042

第31類

第31類 鹿児島県知覧町産のサツマイモ

鹿児島

南さつま農業協同組合

自然交配加世田のか
ぼちゃ

標準

商願2006-031043

第31類

第31類 鹿児島県南さつま市加世田産のかぼちゃ

鹿児島

南さつま農業協同組合

かごしま知覧茶

標準

商願2006-031044

第30類

第30類 鹿児島県知覧町産の緑茶，煎茶，粉茶，ほうじ茶，玄米茶，茎茶，ティパッ
クに詰めてなる煎茶

鹿児島

南さつま農業協同組合

南さつまハウス金柑
春姫

標準

商願2006-031045

第31類

第31類 鹿児島県南さつま産のハウス金柑

鹿児島

南さつま農業協同組合

知覧茶

標準

商願2006-031046

第30類

第30類 鹿児島県知覧町産の緑茶，煎茶，粉茶，ほうじ茶，玄米茶，茎茶，ティパッ
クに詰めてなる煎茶

福 井

小浜市食品加工協同組
合，小浜魚商協同組合

若狭かれい

標準

商願2006-031058

第29類

第29類 若狭湾産ヤナギムシカレイの加工品

標準

出願された商標

岡 山

株式会社カナオカワールド

吉備ゆば

秋 田

今野 明

羽後手延うどん

島 根

漁業協同組合ＪＦしまね

十六島紫菜

島 根

漁業協同組合ＪＦしまね

十六島海苔

Vol.59

No.8

標準

通常
出願

商願2006-032263

第29類

第29類 ゆば

商願2006-032546

第30類

第30類 うどんのめん

標準

商願2006-032605

第29.30類

第29類 島根県出雲市十六島地区産ののりを用いたのりの佃煮，島根県出雲市十六
島地区産の干しのり，島根県出雲市十六島地区産ののりを主に含む干した海草類，
島根県出雲市十六島地区産ののりを用いたお茶漬けのり，島根県出雲市十六島地区
産ののりを用いたふりかけ 第31類 島根県出雲市十六島地区産ののり，島根県出
雲市十六島地区産ののりを主に含む海草類

標準

商願2006-032606

第29.30類

第29類 島根県出雲市十六島地区産ののりを用いたのりの佃煮，島根県出雲市十六
島地区産の干しのり，島根県出雲市十六島地区産ののりを主に含む干した海草類，
島根県出雲市十六島地区産ののりを用いたお茶漬けのり，島根県出雲市十六島地区
産ののりを用いたふりかけ 第31類 島根県出雲市十六島地区産ののり，島根県出
雲市十六島地区産ののりを主に含む海草類

－33－

パテント2006

地域団体商標出願が開始されて
都道
府県

出願人

標準
文字

島 根

漁業協同組合ＪＦしまね

出願番号

出願区分

指定商品及び指定役務

十六島のり

標準

商願2006-032607

第29.30類

第29類 島根県出雲市十六島地区産ののりを用いたのりの佃煮，島根県出雲市十六
島地区産の干しのり，島根県出雲市十六島地区産ののりを主に含む干した海草類，
島根県出雲市十六島地区産ののりを用いたお茶漬けのり，島根県出雲市十六島地区
産ののりを用いたふりかけ 第31類 島根県出雲市十六島地区産ののり，島根県出
雲市十六島地区産ののりを主に含む海草類

福 岡

筑後染織協同組合，久留米
綿入はんてん協同組合

久留米はんてん

標準

商願2006-032763

第25類

第25類 筑後・久留米地域で生産された綿入はんてん

福 岡

筑後染織協同組合

久留米織

標準

商願2006-032764

第24類

第24類 筑後地方の代表的な織物「久留米縞」を由来として筑後・久留米地域で製
造された織物

群 馬

上野村農業協同組合

十石みそ

商願2006-033274

第30類

第30類 みそ

新潟県

五泉織物工業協同組合

五泉織物

商願2006-033867

第24類

第24類 五泉産の織物

沖 縄

八重山観光振興協同組合

石垣の塩

商願2006-034015

第30類

第30類 石垣島周辺の海水から採取した自然海食塩

沖 縄

八重山観光振興協同組合

八重山そば

商願2006-034016

第30.43類

第30類 八重山諸島で加工され伝統的に食されてきたそば。（沖縄そばとは麺の断
面形状が異なる） 第43類 八重山そばの提供

沖 縄

八重山観光振興協同組合

八重山かまぼこ

商願2006-034017

第29類

第29類 八重山諸島近海で漁獲された白身魚（ブダイ類）を主要成分として加工さ
れたかまぼこ

福 井

若狭箸工業協同組合

若狭塗箸

商願2006-034042

第21類

第21類 若狭産の若狭塗箸

宮 城

仙台蒲鉾協同組合

仙台名産笹かまぼこ

商願2006-034043

第29類

第29類 仙台地域に由来する製法により生産された笹かまぼこ

沖 縄

八重山ブランド協同組合

石垣島産ウコン

商願2006-034044

第30.35類

第30類 茶，食用粉類，食品香料 沖縄県八重山郡（石垣市，竹富町，与那国町）
産のウコンを加工したもの 第35類 公告 沖縄県八重山郡（石垣市，竹富町，与
那国町）産のウコンを加工したものの販売及び飲食店等での提供に係わる新聞，チ
ラシ，雑誌，ノボリ，フリーペーパー及びインターネット等の公告

沖 縄

八重山ブランド協同組合

石垣島産ゴーヤー

商願2006-034045

第
29.30.35.
43類

第29類 冷凍野菜，加工野菜 沖縄県石垣島（石垣市）産のゴーヤーを冷凍したも
の及び加工したもの 第30類 野菜 沖縄県石垣島（石垣市）産のゴーヤー 第35
類 公告 沖縄県石垣島（石垣市）産ゴーヤーの販売及び飲食店等での提供に係わ
る新聞，チラシ，雑誌，ノボリ，フリーペーパー及びインターネット等の公告 第
43類 飲食物の提供 沖縄県石垣島（石垣市，竹富町，与那国町）産ゴーヤーの飲
食店等での提供

出願された商標

標準

長 野

信州諏訪味噌工業協同組合

諏訪味噌

商願2006-034046

第30類

第30類 諏訪及び諏訪周辺において製造されたみそ

沖 縄

八重山ブランド協同組合

石垣黒鶏

商願2006-034047

第
29.35.43
類

第29類 食肉 沖縄県石垣島（石垣市）産の黒鶏肉 第35類 公告 沖縄県石垣島
（石垣市）産の黒鶏に係わる食肉，の販売及び飲食店等での提供のための新聞，チ
ラシ，雑誌，ノボリ，フリーペーパー及びインターネットでの販売等の公告 第43
類 飲食物の提供 沖縄県石垣島（石垣市）産の黒鶏肉の飲食店での提供

沖 縄

八重山ブランド協同組合

八重山そば

商願2006-034048

第
30.35.43
類

第30類 穀物の加工品 沖縄県八重山郡（石垣市，竹富町，与那国町）で製造され
るそば 第35類 公告 沖縄県八重山郡（石垣市，竹富町，与那国町）で製造され
るそばの販売及び飲食店等での提供のための新聞，チラシ，雑誌，ノボリ及びフリー
ペーパー等の公告 第42類 飲食物の提供 沖縄県八重山郡（石垣市，竹富町，与
那国町）で製造されるそばの飲食店での提供

沖 縄

八重山ブランド協同組合

石垣島唐辛子ラー油

商願2006-034049

第
29.35.43
類

第29類 調味料 沖縄県八重山郡（石垣市，竹富町，与那国町）で生産された唐辛
子を主な原材料として製造されたラー油 第35類 公告 沖縄県八重山郡（石垣市，
竹富町，与那国町）で生産された唐辛子を主な原材料として製造されたラー油の販
売及び飲食店等での提供に係わる新聞，チラシ，雑誌，ノボリ，フリーペーパー及
びインターネット等の公告 第43類 飲食物の提供 沖縄県八重山郡（石垣市，竹
富町，与那国町）で生産された唐辛子を主な原材料として製造されたラー油の飲食
店での提供

福 井

福井麺類飲食協同組合

越前おろしそば

商願2006-034050

第30.43類

第30類 福井県におけるそばのめん製造 第43類 おろしそばの提供

沖 縄

八重山ブランド協同組合

石垣島マンゴー

商願2006-034051

第
29.31.35.
43類

第29類 冷凍果実，加工果実 沖縄県石垣島（石垣市）産のマンゴーを冷凍したも
の及び加工したもの 第31類 果実 沖縄県石垣島（石垣市）産のマンゴー 第35
類 公告 沖縄県石垣島（石垣市）産のマンゴーの販売及び飲食店等での提供に係
わる新聞，チラシ，雑誌，ノボリ，フリーペーパー及びインターネット等の公告 第
43類 飲食物の提供 沖縄県石垣島（石垣市）産マンゴーの飲食店での提供

兵 庫

兵庫六甲農業協同組合

三田牛

商願2006-034052

第29類

第29類 兵庫県三田産の牛肉

兵 庫

兵庫六甲農業協同組合

三田ビーフ

商願2006-034053

第29類

第29類 兵庫県三田産の牛肉

兵 庫

兵庫六甲農業協同組合

三田肉

商願2006-034054

第29類

第29類 兵庫県三田産の牛肉

北海道

鵡川漁業協同組合

鵡川ししゃも

標準

商願2006-034055

第29類

第29類 鵡川地域及び近隣地域で水揚げされたししゃも（生きているものを除く），
鵡川地域で加工されたししゃもの干物

福 井

福井麺類飲食協同組合

越前そば

標準

商願2006-034056

第30.43類

第30類 福井県におけるそばのめん製造 第43類 そばの提供

静 岡

遠州灘ふぐ調理用加工協
同組合

遠州灘天然とらふぐ

商願2006-034057

第29.43類

第29類 遠州灘天然とらふぐを使用してなる加工水産物，食用魚介類。 第43類 遠
州灘天然とらふぐを使用してなる飲食物の提供

和歌山

すさみ漁業協同組合

すさみケンケン鰹

商願2006-034058

第29類

第29類 すさみ町で水揚げされたケンケン鰹（生きているものを除く。）

滋 賀

滋賀県食肉事業協同組合， 近江牛
滋賀県同和食肉協同組合，
滋賀県家畜商業協同組合，
全国農業協同組合連合会

商願2006-034059

第29類

第29類 滋賀県産の牛肉

東 京

江戸指物協同組合

江戸指物

商願2006-034060

第20類

第20類 江戸で生産された指物

静 岡

蒲原町桜海老商業協同組
合，由比町桜海老商工業協
同組合，大井川町桜海老商
業協同組合

駿河湾桜えび

商願2006-034061

第29類

第29類 駿河湾産桜えび

鹿児島

本場大島紬織物協同組合

本場大島紬

標準

商願2006-034062

第24.25類

第24類 奄美大島に由来する製法により生産された織物
する製法により生産された織物で仕立てた被服

山 形

米沢織物工業組合

米沢織

標準

商願2006-034063

第24類

第24類 山形県米沢市内産の織物（畳べり地を除く。）

愛 知

フレッシュアイ協同組合

名古屋コーチン

標準

商願2006-034064

第29類

第29類 主として名古屋地区を含む東海地方を産地とする若しくは主として名古屋
地区を含む東海地方で加工される又は主として名古屋地区を含む東海地方で販売さ
れる名古屋コーチン鶏肉及び名古屋コーチン鶏肉製品

沖 縄

八重山ブランド協同組合

石垣島パイナップル

商願2006-034065

第29.31.
35.43類

第29類 冷凍果実，加工果実沖縄県石垣島（石垣市）産のパイナップルを冷凍した
もの及び加工したもの 第31類 果実沖縄県石垣島（石垣市）産のパイナップル 第
35類 公告沖縄県石垣島（石垣市）産パイナップルの販売及び飲食店等での提供に
係わる新聞，チラシ，雑誌，ノボリ，フリーペーパー及びインターネット等の公告
第43類 飲食物の提供沖縄県石垣島（石垣市）産パイナップルの飲食店での提供

パテント2006

標準

－34－

第25類

Vol.59

奄美大島に由来

No.8

地域団体商標出願が開始されて
都道
府県

出願人

標準
文字

出願番号

出願区分

京 都

丹後町漁業協同組合

間人ガニ

標準

商願2006-034066

第29.31類

第29類 間人港で水揚げされたかに（生きているものを除く）
水揚げされたかに（生きているのもに限る）

京 都

京都念珠製造販売事業協
同組合

京念珠

標準

商願2006-034067

第20類

第20類 京都産の数珠

千 葉

八街落花生商工協同組合

八街産落花生

標準

商願2006-034068

第29.30類

第29類 八街周辺地区産のゆでた殻付き落花生，渋付き落花生，渋なし塩味落花生，
ゆでピーナッツ，バターピーナッツ，味噌・砂糖であえ煎りした落花生，その他加
工済み落花生類。 第30類 八街周辺地区産の煎った落花生，甘納豆

北海道

帯広市川西農業協同組合

十勝川西長いも

標準

商願2006-034069

第31類

第31類 十勝支庁帯広市川西地域及びその近隣地域で生産された長いも，十勝支庁
所在の帯広市川西農業協同組合において生産及び管理された種いもを用いて十勝支
庁帯広市川西地域及びその近隣地域で生産された長いも

兵 庫

丹波ひかみ農業協同組合

丹波ひかみ米

標準

商願2006-034070

第30類

第30類 丹波ひかみ（丹波市）産の米

奈 良

吉野町商業協同組合

吉野和紙

標準

商願2006-034071

第16類

第16類 奈良県吉野町で生産された吉野紙（漆漉紙），吉野産白土入り宇陀紙，胡
粉入り美栖紙，その他の和紙

京 都

全国農業協同組合連合会

京都米

標準

商願2006-034072

第30類

第30類 京都産の米

沖 縄

八重山ブランド協同組合

石垣牛

商願2006-034073

第
29.35.43
類

第29類 沖縄県八重山郡（石垣市，竹富町，与那国町）産の牛肉及びその加工食品
第35類 沖縄県八重山郡（石垣市，竹富町，与那国町）産の牛内に係わる食肉，内
製品の販売及び飲食店等での提供のための新聞，チラシ，雑誌，ノボリ，フリーペー
パー及びインターネットでの販売等の公告 第43類 沖縄県八重山郡（石垣市，竹富町，
与那国町）産牛肉の，主に焼肉店，ステーキ専門店，居酒屋等飲食店での提供

京 都

全国農業協同組合連合会

伏見甘長とうがらし

標準

商願2006-034074

第31類

第31類 京都産の甘長とうがらし

京 都

全国農業協同組合連合会

京みず菜

標準

商願2006-034075

第31類

第31類 京都産のみず菜

東 京

東京南農業協同組合

稲城の梨

商願2006-034076

第31類

第31類 稲城産の梨，稲城産の梨を主要な原材料とするジャム，稲城産の梨を主要
な原材料とするマーマレード，稲城産の梨の缶詰，稲城産の梨の瓶詰め，稲城産の
乾燥梨，稲城産の梨の漬け物，稲城産の梨の木

京 都

京都府料理生活衛生同業
組合

京料理

標準

商願2006-034077

第43類

第43類 京都における日本料理を主とする飲食物の提供

京 都

京都府味噌工業協同組合

西京味噌

標準

商願2006-034078

第30類

第30類 京都産の白みそ

京 都

京都市農業協同組合，京都
中央農業協同組合

京せり

標準

商願2006-034079

第31類

第31類 せり

京 都

京都市農業協同組合

田中とうがらし

標準

商願2006-034080

第31類

第31類 とうがらし

京 都

京都市農業協同組合

鷹峯とうがらし

標準

商願2006-034081

第31類

第31類 とうがらし

京 都

京都手描友禅協同組合，京
都彩芸美術協同組合，京都
工芸染匠協同組合

京手描友禅

標準

商願2006-034082

第24.40類

第24類 京都産の手描友禅染加工を施した織物，京都産の手描友禅染加工生地を使
用したふろしき，京都産の手描友禅染加工生地を使用したふくさ，京都産の手描友
禅染加工生地を使用したハンカチ，京都産の手描友禅染加工生地を使用したテーブ
ル掛け，京都産の手描友禅染加工生地を使用した布団，京都産の手描友禅染加工生
地を使用した布団カバー，京都産の手描友禅染加工生地を使用したまくらカバー，
京都産の手描友禅染加工生地を使用した座布団カバー

京 都

全国農業協同組合連合
会，京都市農業協同組合

京たけのこ

標準

商願2006-034083

第31類

第31類 京都産のたけのこ

京 都

全国農業協同組合連合
会，京都市農業協同組合

伏見とうがらし

標準

商願2006-034084

第31類

第31類 とうがらし

京 都

全国農業協同組合連合
会，京都市農業協同組合

聖護院かぶ

標準

商願2006-034085

第31類

第31類 かぶ

京 都

全国農業協同組合連合
会，京都市農業協同組合

聖護院だいこん

標準

商願2006-034086

第31類

第31類 だいこん

京 都

全国農業協同組合連合
会，京都市農業協同組合

壬生菜

標準

商願2006-034087

第31類

第31類 野菜

京 都

全国農業協同組合連合
会，京都市農業協同組合

堀川ごぼう

標準

商願2006-034088

第31類

第31類 ごぼう

京 都

京都名産品協同組合

京人形

標準

商願2006-034089

第28類

第28類 京都産の人形

京 都

京都名産品協同組合

京象嵌

標準

商願2006-034090

第14類

第14類 京都産の象嵌細工加工を施した身飾品

京 都

京都名産品協同組合

京みたらし団子

標準

商願2006-034091

第30類

第30類 京都産のみたらしだんご

京 都

京都名産品協同組合

京味噌

標準

商願2006-034092

第30類

第30類 京都産の味噌

京 都

京都名産品協同組合

京麩

標準

商願2006-034093

第30類

第30類 京都産の麩

京 都

京都名産品協同組合

京ゆば

標準

商願2006-034094

第29類

第29類 京都産のゆば

京 都

京都名産品協同組合

京名物昔菓子

標準

商願2006-034095

第30類

第30類 京都産の昔菓子

京 都

京都名産品協同組合

祗園鯖すし

標準

商願2006-034096

第30類

第30類 京都祗園地域産の鯖ずし

京 都

京都名産品協同組合

京の小倉饅頭

標準

商願2006-034097

第30類

第30類 小倉あん入り饅頭

京 都

京都名産品協同組合

京の小倉餡

標準

商願2006-034098

第30類

第30類 京都産の小倉あん

京 都

京都名産品協同組合

京の小倉ぜんざい

標準

商願2006-034099

第30類

第30類 京都産の小倉ぜんざい

京 都

京都名産品協同組合

祗園饅頭

標準

商願2006-034100

第30類

第30類 京都祗園地域産の饅頭

京 都

京都名産品協同組合

祗園だんご

標準

商願2006-034101

第30類

第30類 京都祗園地域産のだんご

京 都

京都名産品協同組合

京三笠

標準

商願2006-034102

第30類

第30類 京都産のどらやき

京 都

京都名産品協同組合

京の五色豆

標準

商願2006-034103

第30類

第30類 京都産の五色豆

京 都

京都名産品協同組合

京名物そばぼうろ

標準

商願2006-034104

第30類

第30類 京都産のそばぼうろ

京 都

京都名産品協同組合

京の八ッ橋

標準

商願2006-034105

第30類

第30類 京都産の八ッ橋

京 都

京都名産品協同組合

京都八ッ橋

標準

商願2006-034106

第30類

第30類 京都産の八ッ橋

京 都

京都名産品協同組合

京銘菓

標準

商願2006-034107

第30類

第30類 京都産の菓子

京 都

北尾商事株式会社

京都産丹波大納言小
豆

標準

商願2006-034108

第29.30類

第29類 豆，食用たんぱく，油揚げ，豆乳，豆腐，納豆，魚介類又は魚介類の加工
品を主材とした惣菜，肉又は肉の加工品を主材とした惣菜，野菜又は野菜の加工品
を主材とした惣菜，果実又は果実の加工品を主材とした惣菜，豆抽出成分を主原料
とした顆粒状・粒状・液状・ゼリー状・カプセル状・錠剤状の加工食品，食用油脂，
乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，
肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，凍り豆腐，こんにゃく，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物 第30類 穀
物の加工品，食用粉類，菓子及びパン，調味料，穀物又は穀物の加工品主材とした
惣菜，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，
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食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，香辛料，アイス
クリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こう
じ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，
脱穀済みの大麦，食用グルテン

京 都

北尾商事株式会社

京都産丹波黒大豆

標準

商願2006-034109

第29.30類

第29類 豆，食用たんぱく，油揚げ，豆乳，豆腐，納豆，魚介類又は魚介類の加工
品を主材とした惣菜，肉又は肉の加工品を主材とした惣菜，野菜又は野菜の加工品
を主材とした惣菜，果実又は果実の加工品を主材とした惣菜，豆抽出成分を主原料
とした顆粒状・粒状・液状・ゼリー状・カプセル状・錠剤状の加工食品，食用油脂，
乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，
肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，凍り豆腐，こんにゃく，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物 第30類 穀
物の加工品，食用粉類，菓子及びパン，調味料，穀物又は穀物の加工品主材とした
惣菜，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，
食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，香辛料，アイス
クリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こう
じ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，
脱穀済みの大麦，食用グルテン

京 都

北尾商事株式会社

京都丹波産馬路大納
言小豆

標準

商願2006-034110

第29.30類

第29類 豆，食用たんぱく，油揚げ，豆乳，豆腐，納豆，魚介類又は魚介類の加工
品を主材とした惣菜，肉又は肉の加工品を主材とした惣菜，野菜又は野菜の加工品
を主材とした惣菜，果実又は果実の加工品を主材とした惣菜，豆抽出成分を主原料
とした顆粒状・粒状・液状・ゼリー状・カプセル状・錠剤状の加工食品，食用油脂，
乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，
肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，凍り豆腐，こんにゃく，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物 第30類 穀
物の加工品，食用粉類，菓子及びパン，調味料，穀物又は穀物の加工品主材とした
惣菜，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，
食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，香辛料，アイス
クリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こう
じ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，
脱穀済みの大麦，食用グルテン

京 都

全国農業協同組合連合
会，京都市農業協同組合

九条ねぎ

標準

商願2006-034111

第31類

第31類 京都産のねぎ

京 都

全国農業協同組合連合
会，京都市農業協同組合

賀茂なす

標準

商願2006-034112

第31類

第31類 京都産のなす

京 都

全国農業協同組合連合
会，京都市農業協同組合

鹿ヶ谷かぼちゃ

標準

商願2006-034113

第31類

第31類 京都産のかぼちゃ

京 都

全国農業協同組合連合
会，京都市農業協同組合

京の伝統野菜

標準

商願2006-034114

第31類

第31類 京都産のみず菜，京都産の壬生菜，京都産のねぎ，京都産のなす，京都産
のとうがらし，京都産のかぼちゃ，京都産のごぼう，京都産のだいこん，京都産の
かぶら，京都産のえびいも，京都産のくわい，京都産のたけのこ，京都産の花菜，
京都産の鶯菜，京都産のすき菜，京都産のもぎなす，京都産の畑菜，京都産のうり，
京都産のうど，京都産のささげ，京都産のみょうが，京都産のせり，京都産のじゅ
んさい，京都産のきゅうり

京 都

北尾商事株式会社

京都丹波産新丹波黒

標準

商願2006-034115

第29.30類

第29類 豆，食用たんぱく，油揚げ，豆乳，豆腐，納豆，魚介類又は魚介類の加工
品を主材とした惣菜，肉又は肉の加工品を主材とした惣菜，野菜又は野菜の加工品
を主材とした惣菜，果実又は果実の加工品を主材とした惣菜，豆抽出成分を主原料
とした顆粒状・粒状・液状・ゼリー状・カプセル状・錠剤状の加工食品，食用油脂，
乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，
肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，凍り豆腐，こんにゃく，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物 第30類 穀
物の加工品，食用粉類，菓子及びパン，調味料，穀物又は穀物の加工品主材とした
惣菜，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，
食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，香辛料，アイス
クリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こう
じ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，
脱穀済みの大麦，食用グルテン

京 都

京黒紋付染協同組合連合会

京黒紋付染

標準

商願2006-034116

第24類

第24類 京都産の黒紋付染を施してなる織物

京 都

京都府印章業協同組合

京印章

標準

商願2006-034117

第16.40類

第16類 京都産の印章 第40類 京都における印章の彫刻

長 野

信州諏訪味噌工業協同組合

信州諏訪みそ

商願2006-034118

第30類

第30類 諏訪及び諏訪周辺において製造されたみそ

兵 庫

神戸市漁業協同組合

垂水産焼あなご

商願2006-034119

第29類

第29類 加工水産物

京 都

京都府漬物協同組合

京都しば漬

標準

商願2006-034120

第29類

第29類 茄子を薄く櫛形又は輪切りに切りシソ・みょうが・唐辛子・きゅうりなど
を入れ塩で漬け込み乳酸醗酵させた京都産のつけもの

京 都

京都府家畜商業協同組合
連合会，京都府食肉事業協
同組合連合会，京都食肉買
参事業協同組合

京都肉

標準

商願2006-034121

第29類

第29類 京都産の牛肉

京 都

京友禅協同組合連合会

京小紋

標準

商願2006-034122

第24類

第24類 京都産の小紋染を施した織物，京都産の小紋染生地を使用したふろしき，
京都産の小紋染生地を使用したふくさ，京都産の小紋染生地を使用したハンカチ，
京都産の小紋染生地を使用したテーブル掛け，京都産の小紋染生地を使用した布団，
京都産の小紋染生地を使用した布団カバー，京都産の小紋染生地を使用したまくら
カバー，京都産の小紋染生地を使用した座布団カバー

京 都

京友禅協同組合連合会

京友禅

標準

商願2006-034123

第24.25.
40類

第24類 京都産の友禅染を施した織物，京都産の友禅染生地を使用したふろしき，
京都産の友禅染生地を使用したふくさ，京都産の友禅染生地を使用したハンカチ，
京都産の友禅染生地を使用したテーブル掛け，京都産の友禅染生地を使用した布団，
京都産の友禅染生地を使用した布団カバー，京都産の友禅染生地を使用したまくら
カバー，京都産の友禅染生地を使用した座布団カバー 第25類 京都産の友禅染生
地を使用した被服 第40類 京都における友禅染加工

京 都

京都名産品協同組合

京名物そば餅

標準

商願2006-034124

第30類

第30類 京都で生産加工するそば粉を使用した饅頭

京 都

京都名産品協同組合

京和装小物

標準

商願2006-034125

第25類

第25類 京都産の和装用小物

京 都

京都府漬物協同組合

京都名産すぐき

標準

商願2006-034126

第29類

第29類 すぐきかぶらの皮をむき塩漬けし醗酵させてなる京都産のつけもの

京 都

京都府漬物協同組合

京都すぐき

標準

商願2006-034127

第29類

第29類 すぐきかぶらの皮をむき塩漬けし醗酵させてなる京都産のつけもの
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京 都

京都府漬物協同組合

京都名産千枚漬

標準

商願2006-034128

第29類

第29類 聖護院かぶらを薄切りにし塩漬けした後昆布・味醂・酢・砂糖で味付けし
てなる京都産のつけもの

京 都

京都府漬物協同組合

京都千枚漬

標準

商願2006-034129

第29類

第29類 聖護院かぶらを薄切りにし塩漬けした後昆布・味醂・酢・砂糖で味付けし
てなる京都産のつけもの

京 都

京都府漬物協同組合

京つけもの

標準

商願2006-034130

第29類

第29類 野菜の漬物

京 都

京都府漬物協同組合

京漬物

標準

商願2006-034131

第29類

第29類 野菜の漬物

京 都

京都府仏具協同組合

京仏具

標準

商願2006-034132

第20類

第20類 京都府で製造された仏具

京 都

京都府仏具協同組合

京仏壇

標準

商願2006-034133

第20類

第20類 京都府で製造された仏壇

京 都

京人形商工業協同組合

京甲冑

標準

商願2006-034134

第28類

第28類 京都産の甲冑

京 都

京人形商工業協同組合

京雛

標準

商願2006-034135

第28類

第28類 京都産の雛人形

兵 庫

神戸市漁業協同組合

垂水わかめ

商願2006-034136

第29.31類

第29類 干しわかめ 第31類 わかめ

兵 庫

神戸市漁業協同組合

神戸いかなごくぎ煮

商願2006-034137

第31類

第31類 水産物のつくだに

岐 阜

飛騨酪農農業協同組合

飛騨牛乳

商願2006-034138

第29類

第29類 飛騨産の牛乳

岐 阜

飛騨ミート農業協同組合
連合会

飛騨牛串

商願2006-034139

第29類

第29類 飛騨産の牛肉を用いた牛串製品

岐 阜

飛騨ミート農業協同組合
連合会

飛騨牛ホルモン

商願2006-034140

第29類

第29類 飛騨産の牛の内臓を用いた牛内蔵製品

岐 阜

飛騨ミート農業協同組合
連合会

飛騨フレッシュポー
ク

商願2006-034141

第29類

第29類 飛騨産の豚肉

京 都

京菓子協同組合

京菓子

商願2006-034142

第30類

第30類 京都で製造された和菓子

大 阪

大阪タオル工業組合

泉州タオル

商願2006-034143

第24類

第24類 泉州産のタオル，泉州産のタオル織物，泉州産のタオル地製敷布，泉州産
のタオル地製ふきん，泉州産のタオル地製のぼり及び旗，泉州産のタオル地織物製
トイレットシートカバー，泉州産のタオル地カーテン，泉州産の布製ラベル，泉州
産のその他のタオル地製身の回り品

京 都

京都市森林組合，京北森林
組合

北山杉

標準

商願2006-034144

第19類

第19類 京都で植林した杉材

京 都

京都北山丸太生産協同組
合，京北銘木生産協同組合

北山丸太

標準

商願2006-034145

第19類

第19類 京都で植林し加工した杉材の丸太・垂木

京 都

舞鶴蒲鉾協同組合

舞鶴かまぼこ

標準

商願2006-034146

第29類

第29類 舞鶴産のかまぼこ，舞鶴産の水産物を主要な原材料とするかまぼこ

京 都

京都色紙短冊協同組合

京の色紙短冊和本帖

標準

商願2006-034147

第16類

第16類 京都産の色紙，京都産の短冊，京都産の和本帖

京 都

京人形商工業協同組合

京人形

標準

商願2006-034148

第28類

第28類 京都産の人形

岐 阜

飛騨酪農農業協同組合

飛騨ヨーグルト

商願2006-034149

第29類

第29類 飛騨産のヨーグルト

岐 阜

飛騨酪農農業協同組合

飛騨コーヒー

商願2006-034150

第32類

第32類 飛騨産の生乳入りのコーヒー乳清飲料

岐 阜

飛騨酪農農業協同組合

飛騨アイスクリーム

商願2006-034151

第30類

第30類 飛騨産のアイスクリーム

岐 阜

飛騨酪農農業協同組合

飛騨プリン

商願2006-034152

第30類

第30類 飛騨産のプリン

鳥 取

東伯町農業協同組合

東伯和牛

商願2006-034153

第29類

第29類 鳥取県東伯郡及びその周辺地域で飼育された牛の肉，鳥取県東伯郡及びそ
の周辺地域で飼育された牛を鳥取県東伯郡で食肉処理した牛の肉，鳥取県東伯郡及
びその周辺地域で飼育された牛の肉を原料とする肉製品，鳥取県東伯郡及びその周
辺地域で飼育された牛を鳥取県東伯郡で食肉処理した牛の肉

鳥 取

東伯町農業協同組合

東伯牛

商願2006-034154

第29類

第29類 鳥取県東伯郡及びその周辺地域で飼育された牛の肉，鳥取県東伯郡及びそ
の周辺地域で飼育された牛を鳥取県東伯郡で食肉処理した牛の肉，鳥取県東伯郡及
びその周辺地域で飼育された牛の肉を原料とする肉製品，鳥取県東伯郡及びその周
辺地域で飼育された牛を鳥取県東伯郡で食肉処理した牛の肉

京 都

京都鴨川納涼床協同組合

鴨川納涼床

標準

商願2006-034155

第43類

第43類 京都鴨川岸に夏季に設けられる床における飲食物の提供

京 都

京都米菓工業協同組合

京あられ

標準

商願2006-034156

第30類

第30類 京都産のあられ

京 都

京都米菓工業協同組合

京おかき

標準

商願2006-034157

第30類

第30類 京都産のおかき

京 都

京鹿の子絞振興協同組合， 京鹿の子絞
京都絞工業協同組合

標準

商願2006-034158

第24.25.
35.40.41
類

第24類 織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，
ビニルクロス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷
布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，
ふきん，シャワーカーテン，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレッ
トシートカバー，織物製いすカバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，ど
ん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードクロス，布製ラベル 第
25類 被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣
服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴 第35類 商品または商品の販売促進のための
展示会の開催，広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関す
る助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業の
あっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取
次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・
タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物におけ
る来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプ
ロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与 第40類 放射線の除洗，布
地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。），裁縫，ししゅう，金属の加工，
ゴムの加工，プラスチックの加工，セラミックの加工，木材の加工，紙の加工，石
材の加工，剥製，竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工（食物原
材料の加工を除く。
），食料品の加工，義肢又は義歯の加工（医療材料の加工を含む。
）
，
映画用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，
製本，浄水処理，廃棄物の再生，原子核燃料の再加工処理，印章の彫刻，グラビア
製版，繊維機械器具の貸与，写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用
の機械器具の貸与，金属加工機械器具の貸与，製本機械の貸与，食料加工用又は飲
料加工用の機械器具の貸与，製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与，パルプ
製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与，浄水装置の貸与，廃棄物圧縮装置の
貸与，廃棄物破砕装置の貸与，化学機械器具の貸与，ガラス器製造機械の貸与，靴
製造機械の貸与，たばこ製造機械の貸与，材料を特定しない総合的な材料処理情報
の提供，印刷，廃棄物の収集・分別及び処分，編み機の貸与，ミシンの貸与，印刷
用機械器具の貸与 第41類 当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教
授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物
の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術
品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演
奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又
は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制
作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像
機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，
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スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・
演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行
に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映
像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音
楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，
映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，
ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画
済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸
与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，
翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与

岐 阜

飛騨春慶連合協同組合

飛騨春慶

商願2006-034159

第20.21類

第20類 漆及びカシュー塗りとして飛騨で生産される盆（金属製のものを除く。），
漆及びカシュー塗りとして飛騨で生産される家具，漆及びカシュー塗りとして飛騨
で生産される額縁 第21類 漆及びカシュー塗りとして飛騨で生産される食器類
（貴金属製のものを除く。），漆及びカシュー塗りとして飛騨で生産される盆（貴
金属製のものを除く。），漆及びカシュー塗りとして飛騨で生産されるぜん，漆及
びカシュー塗りとして飛騨で生産されるはし，漆及びカシュー塗りとして飛騨で生
産されるはし箱，漆及びカシュー塗りとして飛騨で生産される花瓶（貴金属製のも
のを除く。），漆及びカシュー塗りとして飛騨で生産されるおしぼり受け，漆及び
カシュー塗りとして飛騨で生産される化粧用箱

京 都

京都府調理食品商工業協
同組合

京佃煮

標準

商願2006-034160

第29類

第29類 水産物又は木の芽もしくは野菜を主材料とする京都産の佃煮

京 都

京都府調理食品商工業協
同組合

京つくだに

標準

商願2006-034161

第29類

第29類 水産物又は木の芽もしくは野菜を主材料とする京都産の佃煮

京 都
京 都

京都市農業協同組合

山科なす

標準

商願2006-034162

第31類

第31類 なす

京都表具協同組合，京都表
具工芸協同組合，協同組合
京都表装協会

京表具

標準

商願2006-034163

第40類

第40類 京都における書・画の軸装および額装，京都における書・画を襖・障子・
屏風・巻物等に仕上げる為の表装加工

京 都

京都陶磁器協同組合連合会

京焼・清水焼

標準

商願2006-034164

第21類

第21類 京都府産の陶磁器製包装用容器，京都府産の陶磁器製栓，京都府産の陶磁
器製なべ類，京都府産の陶磁器製コーヒー沸かし（電気式のものを除く。），京都府
産の陶磁器製やかん，京都府産の陶磁器製食器類，京都府産の陶磁器製棗，京都府
産の陶磁器製建水，京都府産の陶磁器製水指，京都府産の陶磁器製茶入れ，京都府
産の陶磁器製甕，京都府産の陶磁器製杓立，京都府産の陶磁器製食篭，京都府産の
陶磁器製水注，京都府産の陶磁器製茶壷，京都府産の陶磁器製湯冷，京都府産の陶
磁器製瓶掛，京都府産の陶磁器製箸瓶，京都府産の陶磁器製箸立て，京都府産の陶
磁器製とっくり，京都府産の陶磁器製食品保存用壺，京都府産の陶磁器製携帯用ア
イスボックス，京都府産の陶磁器製米びつ，京都府産の陶磁器製食品保存用瓶，京
都府産の陶磁器製水筒，京都府産の陶磁器製魔法瓶，京都府産の陶磁器製アイスペー
ル，京都府産の陶磁器製持ち手の泡立て器，京都府産の陶磁器製こし器，京都府産
の陶磁器製こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器，京都府産の陶磁器製卵立
て，京都府産の陶磁器製ナプキンホルダー及びナプキンリング，京都府産の陶磁器
製盆，京都府産の陶磁器製ようじ入れ，京都府産の陶磁器製ざる，京都府産の陶磁
器製シェーカー，京都府産の陶磁器製しゃもじ，京都府産の陶磁器製手動式のコー
ヒー豆ひき器及びこしょうひき，京都府産の陶磁器製じょうご，京都府産の陶磁器
製すりこぎ，京都府産の陶磁器製すりばち，京都府産の陶磁器製ぜん，京都府産の
陶磁器製栓抜，京都府産の陶磁器製大根卸し，京都府産の陶磁器製タルト取り分け
用へら，京都府産の陶磁器製なべ敷き，京都府産の陶磁器製はし，京都府産の陶磁
器製はし箱，京都府産の陶磁器製ふるい，京都府産の陶磁器製まな板，京都府産の
陶磁器製麺棒，京都府産の陶磁器製レモン絞り器，京都府産の陶磁器製ワッフル焼
き型（電気式のものを除く。），京都府産の陶磁器製清掃用具及び洗濯用具，京都府
産の陶磁器製コースター，京都府産の陶磁器製蓋置，京都府産の陶磁器製はし置き，
京都府産の陶磁器製部分を有するワインオープナー，京都府産の陶磁器製マドラー，
京都府産の陶磁器製霧吹き，京都府産の陶磁器製浴室用腰掛け，京都府産の陶磁器
製ろうそく消し及びろうそく立て，京都府産の陶磁器製石炭入れ，京都府産の陶磁
器製植木鉢，京都府産の陶磁器製家庭園芸用の水耕式植物栽培器，京都府産の陶磁
器製じょうろ又は水やり，京都府産の陶磁器製愛玩動物用食器，京都府産の陶磁器
製小鳥かご，京都府産の陶磁器製小鳥用水盤，京都府産の陶磁器製寝室用簡易便器，
京都府産の陶磁器製トイレットペーパーホルダー，京都府産の陶磁器製貯金箱，京
都府産の陶磁器製お守り，紙タオル取り出し用京都府産の陶磁器製箱，京都府産の
陶磁器製せっけん用ディスペンサー，京都府産の陶磁器製花瓶及び水盤，京都府産
の陶磁器製風鈴，京都府産の陶磁器製立て看板，京都府産の陶磁器製香炉，京都府
産の陶磁器製香合，京都府産の陶磁器製化粧用具，京都府産の陶磁器製靴ブラシ，
京都府産の陶磁器製靴べら，京都府産の陶磁器製シューツリー，京都府産の陶磁器
製置物，京都府産の陶磁器製小立像，京都府産の陶磁器製美術品，京都府産の陶磁
器製彫刻，京都府産の陶磁器製仏像，京都府産の陶磁器製土鈴，京都府産の陶磁器
製飾り皿・飾り壺，京都府産の陶磁器製飾り箱，京都府産の陶磁器製石けん置き・
京都府産の陶磁器製歯ブラシ立て，京都府産の陶磁器製ティッシュケースカバー，
京都府産の陶磁器製ノブ，家庭用京都府産の陶磁器製散水用装置（電気式のものを
除く。
）

京 都

京都名産品協同組合

祗園の紙おしろい

標準

商願2006-034165

第3類

第3類 京都祇園地域産の紙おしろい

京 都

京都名産品協同組合

京の油とり紙

標準

商願2006-034166

第3類

第3類 京都のあぶらとり紙

京 都

京都名産品協同組合

京菓子

標準

商願2006-034167

第30類

第30類 京都産の和菓子

京 都

京名菓八ッ橋工業協同組合

京名菓

標準

商願2006-034168

第30類

第30類 京都産の菓子

京 都

京名菓八ッ橋工業協同組合

京名菓八ッ橋

標準

商願2006-034169

第30類

第30類 京都産の八ッ橋

京 都

京名菓八ッ橋工業協同組合

京名物八ッ橋

標準

商願2006-034170

第30類

第30類 京都産の八ッ橋

京 都

京名菓八ッ橋工業協同組合

京の生八ッ橋

標準

商願2006-034171

第30類

第30類 京都産の生八ッ橋

京 都

杉浦誠一

京舞妓

標準

商願2006-034172

第41類

第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授，演芸の上演，娯楽施設の提供，当せん金
付証票の発売，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は
開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記録の
供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又
は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演劇の演出又は
上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作
（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像
機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，
スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・
演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行
に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映
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像用のスタジオの提供，運動施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修の
ための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸
与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸
与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの
貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械
器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの
貸与，光学機械器具の貸与

京 都

京都府漬物協同組合

京都名産しば漬

標準

商願2006-034173

第29類

第29類 茄子を薄く櫛形又は輪切りに切りシソ・みょうが・唐辛子・きゅうりなど
を入れ塩で漬け込み乳酸醗酵させた京都産のつけもの

京 都

全国農業協同組合連合会

丹波松茸

標準

商願2006-034174

第31類

第31類 京都産の松茸

京 都

全国農業協同組合連合会

京たんご梨

標準

商願2006-034175

第31類

第31類 京都産の梨

京 都

全国農業協同組合連合会

丹波黒大豆

標準

商願2006-034176

第29類

第29類 京都産の黒大豆

京 都

全国農業協同組合連合会

京都大納言

標準

商願2006-034177

第29類

第29類 京都産の小豆

和歌山

ながみね農業協同組合

しもつみかん

標準

商願2006-034178

第31類

第31類 和歌山県海南市下津町産のみかん

岐 阜

下呂温泉旅館協同組合

下呂温泉

商願2006-034179

第43類

第43類 下呂市内における温泉浴場施設を有する宿泊施設の提供

滋 賀

滋賀県淡水養殖漁業協同
組合

琵琶湖産鮎

標準

商願2006-034180

第29.31類

第29類 琵琶湖産の鮎（生きているものを除く。），琵琶湖産の鮎の加工水産物 第
31類 琵琶湖産の鮎（生きているものに限る。）

愛 知

フレッシュアイ協同組合

純鶏名古屋コーチン

標準

商願2006-034181

第29類

第29類 主として名古屋地区を含む東海地方を産地とする若しくは主として名古屋
地区を含む東海地方で加工される又は主として名古屋地区を含む東海地方で販売さ
れる名古屋コーチン鶏肉及び名古屋コーチン鶏肉製品

愛 知

フレッシュアイ協同組合

純系名古屋コーチン

標準

商願2006-034182

第29類

第29類 主として名古屋地区を含む東海地方を産地とする若しくは主として名古屋
地区を含む東海地方で加工される又は主として名古屋地区を含む東海地方で販売さ
れる名古屋コーチン鶏肉及び名古屋コーチン鶏肉製品

奈 良

奈良県高山茶筅生産協同
組合

高山茶筅

標準

商願2006-034183

第21類

第21類 奈良県生駒市高山町周辺で生産された茶筌

滋 賀

滋賀県淡水養殖漁業協同
組合

湖産あゆ

標準

商願2006-034184

第29.31類

第29類 琵琶湖産の鮎（生きているものを除く。），琵琶湖産の鮎の加工水産物 第
31類 琵琶湖産の鮎（生きているものに限る。）

兵 庫

神戸市漁業協同組合

須磨海苔

商願2006-034185

第29.31類

第29類 干しのり 第31類 のり

京 都

全国農業協同組合連合会

京野菜

標準

商願2006-034186

第31類

第31類 京都産のみず菜，京都産の壬生菜，京都産のねぎ，京都産のなす，京都産
のとうがらし，京都産のかぼちゃ，京都産のごぼう，京都産のだいこん，京都産の
かぶら，京都産のえびいも，京都産のくわい，京都産のたけのこ，京都産の花菜，
京都産の鶯菜，京都産のすき菜，京都産のもぎなす，京都産の畑菜，京都産のうり，
京都産のうど，京都産のささげ，京都産のみょうが，京都産のせり，京都産のじゅ
んさい，京都産のきゅうり，京都産の金時にんじん，京都産のやまのいも

京 都

全国農業協同組合連合会

丹波くり

標準

商願2006-034187

第31類

第31類 京都産のくり

京 都

全国農業協同組合連合会

京山科なす

標準

商願2006-034188

第31類

第31類 京都産のなす

京 都

全国農業協同組合連合会

万願寺甘とう

標準

商願2006-034189

第31類

第31類 京都産のとうがらし

京 都

全国農業協同組合連合会

万願寺とうがらし

標準

商願2006-034190

第31類

第31類 京都産のとうがらし

山 形

山形おきたま農業協同組合

おきたま産デラウェア

商願2006-034445

第31類

第31類 山形県置賜地区産のぶどう

大 分

大分県漁業協同組合

関あじ

標準

商願2006-034446

第29.31類

第29類 佐賀関産のあじ（生きているものを除く。），佐賀関産のあじの加工水産
物 第31類 佐賀関産のあじ（生きているものに限る。）

大 分

大分県漁業協同組合

関さば

標準

商願2006-034447

第29.31類

第29類 佐賀関産のさば（生きているものを除く。），佐賀関産のさばの加工水産
物 第31類 佐賀関産のさば（生きているものに限る。）

神奈川

みうら漁業協同組合

「松輪サバ」
（読み：
マツワサバ）

商願2006-034816

第29類

第29類 神奈川県三浦市松輪漁港で水揚げされた一本釣の鯖，鮮魚

宮 城

宮城県漬物協同組合

仙台長茄子漬

商願2006-034817

第29類

第29類 仙台長茄子漬

山 梨

農事組合法人
り生産組合

甲州地ど

甲州地どり

標準

商願2006-035015

第4類

第4類 山梨県産の鶏肉，乾燥鶏肉，鶏肉のかんづめ

茨城,
栃木

本場結城紬卸商協同組
合，茨城県本場結城紬織物
協同組合，栃木県本場結城
紬織物協同組合

本場結城紬

標準

商願2006-035220

第24類

第24類 結城産の伝統の技術で製造された紬織物

愛知

愛知県陶器瓦工業組合，三
州瓦工業協同組合

三州瓦

標準

商願2006-035394

第19類

第19類 愛知県三河地方及びその付近において生産された粘土かわら

埼玉

草加煎餅協同組合，草加地
区手焼煎餅協同組合

草加せんべい

標準

商願2006-035599

第30類

第30類 草加地方に由来する製法により生産されたせんべい

広島

福山邦楽器製造業協同組合

福山琴

標準

岐阜

滝呂陶磁器工業協同組合

美濃焼の里滝呂

商願2006-035763

第15類

第15類 福山市で生産された琴

商願2006-035764

第21類

第21類 陶磁器製品

宮崎

宮崎県酒造組合

宮崎焼酎

標準

商願2006-036115

第33類

第33類 宮崎産の焼酎

宮 崎

宮崎県酒造組合

宮崎の本格焼酎

標準

商願2006-036116

第33類

第33類 宮崎産の焼酎

愛 知

とこなめ焼協同組合，常滑
陶磁器卸商業協同組合

常滑焼

商願2006-036254

第11.21類

第11類 愛知県常滑市，大府市，東海市，知多市，半田市，東浦町，阿久比町，武
豊町，美浜町，南知多町で成形及び焼成した常滑焼の浴槽，手洗い鉢，火鉢，照明
器具 第21類 愛知県常滑市，大府市，東海市，知多市，半田市，東浦町，阿久比
町，武豊町，美浜町，南知多町で成形及び焼成した常滑焼の茶器，食器，花器，置
物，香炉，植木鉢，甕，漬物甕，焼酎サーバー，風鈴，すりばち，ようじ入れ，ろ
うそく立て，貯金箱，傘立て

長 野

蓼科温泉旅館協同組合

蓼科温泉

標準

商願2006-036483

第43類

第43類 蓼科における温泉宿泊施設の提供

福 井

越前漆器協同組合

越前漆器

標準

商願2006-036592

第21類

第21類 福井県で生産された漆塗りの花器・しゃもじ・ぜん・盆・はし・はし箱・
ひしゃく・食器類・化粧用具

愛 媛

菊間町窯業協同組合

菊間瓦

商願2006-036741

第19類

第19類 愛媛県今治市菊間町に由来する技や製法により製造された瓦

岐 阜

八百津煎餅協同組合

八百津せんべい

商願2006-036742

第30類

第30類 八百津町及びその近隣で製造される煎餅

兵 庫

兵庫県杞柳製品協同組合

豊岡杞柳細工

商願2006-036743

第18類

第18類 兵庫県豊岡市及び周辺地域で生産された杞柳細工を施したこうり 兵庫県
豊岡市及び周辺地域で生産された杞柳細工を施したスーツケース 兵庫県豊岡市及
び周辺地域で生産された杞柳細工を施した手提かばん 兵庫県豊岡市及び周辺地域
で生産された杞柳細工を施したハンドバック 兵庫県豊岡市及び周辺地域で生産さ
れた杞柳細工を施した柳・籐かご

兵 庫

播州釣針協同組合

播州毛鉤

商願2006-036744

第28類

第28類 播磨及び丹波産の毛針

北海道

音更町農業協同組合

音更小豆

商願2006-036745

第29類

第29類 音更町産の小豆
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北海道

音更町農業協同組合

音更大豆

商願2006-036746

第29類

第29類 音更町産の大豆

北海道

音更町農業協同組合

音更黒豆

商願2006-036747

第29類

第29類 音更町産の黒大豆

北海道

音更町農業協同組合

音更金時

商願2006-036748

第29類

第29類 音更町産のいんげん豆

京 都

京都府石材業協同組合

京石工芸品

商願2006-036749

第19類

第19類 京都産の石燈籠，京都産の石の層塔，京都産の石の鉢物，京都産の石の挽
臼，京都産の石の彫刻物

京 都

京都府石材業協同組合

京石塔

商願2006-036750

第19類

第19類 京都産の墓碑

滋 賀

草津市農業協同組合

草津メロン

商願2006-036751

第31類

第31類 草津市産のメロン

福 井

越前竹人形協同組合

越前竹人形

商願2006-036752

第20.21.
26.28類

第20類 せんす，竹製の額縁，竹製の彫刻品，竹製の置物，竹製の壁飾り，竹製で
干支の動物の形をした置物 第21類 竹製の茶合，竹製の茶筅，竹製の茶杓，竹製
の柄杓，竹製の柄杓立て，竹製の棗，竹製の蓋置，竹製の建水，竹製の水指，竹製
の水次，竹製の茶筒，竹製の茶托，竹製の茶櫃，竹製の食器類 第26類 竹製の髪
飾り，竹製のバレッタ，竹製の髪止め，竹製のかんざし，竹製の櫛，竹製のループ
タイ，竹製の衣服用ベルト，竹製の帯留 第28類 竹製の人形，竹製のおもちゃ

鹿児島

鹿児島県陶業協同組合

薩摩焼

商願2006-036753

第08.11.
14.16.19.
20.21.26
類

第8類 伝統的工芸品に指定された成形方法により製作された陶磁製の五徳・フォー
ク・スプーン・火消しつぼ 第11類 伝統的工芸品に指定された成形方法により製
作された陶磁製のあんどん・笠・七輪・火鉢・湯たんぽ・洗面台 第14類 伝統的
工芸品に指定された成形方法により製作された陶磁製のイヤリング・カフスボタ
ン・ネクタイどめ・ネックレス・ブレスレッド・ペンダント・メダル 第16類 伝
統的工芸品に指定された成形方法により製作された陶磁製のインキつぼ・金魚鉢・
筆箱・筆立て・文鎮 第19類 伝統的工芸品に指定された成形方法により製作され
た陶磁製のタイル・テラコッター・液体貯蔵槽 第20類 伝統的工芸品に指定され
た成形方法により製作された陶磁製の位はい・傘立て・家庭用水槽・工具箱・骨つ
ぼ・さかき立て・三宝・数珠・つい立て・ネームプレート及び表札・花立て・マネ
キン人形・郵便受け・液体貯蔵槽・額縁 第21類 伝統的工芸品に指定された成形
方法により製作された陶磁製のきゅうす・コップ・杯・皿・サラダボール・茶かん・
茶わん・徳利・鉢・ビールジョッキ・水差し・湯のみ・重箱・たる・つぼ・その他
の食器類・アイスペール・飲料用容器・花びん・かま・こしょう入れ・砂糖入れ・
塩振り出し容器・しゃもじ・じょうご・食品用容器・水筒・米びつ・水盤・すりこ
ぎ・すりばち・せん・ふた・洗面器・大根おろし・卵立て・なべ・なべ敷き・箸お
き・ひしゃく・蓋おき・ようじ入れ・レモン搾り器・香炉・香合 第26類 伝統的
工芸品に指定された成形方法により製作された陶磁製のボタン

山 形

石川 堯

出羽おうとう

商願2006-036825

第31類

第31類 果実

富 山

氷見市農業協同組合

氷見はとむぎ茶

商願2006-037035

第30類

第30類 氷見産の鳩麦を主な原材料とする茶

石 川

能州紬振興協同組合

能州紬

商願2006-037045

第24.25類

第24類 石川県の能登地域で主要な生産工程が行われた紬織物
能登地域で主要な生産工程が行われた紬織物の帯・長着

埼 玉

埼玉県開拓農業協同組合
連合会，全国開拓農業協同
組合連合会

彩の国夢味牛

商願2006-037284

第29類

第29類 埼玉県産の牛肉・牛肉製品

島 根

いずも農業協同組合

いずも和牛

商願2006-037429

第29類

第29類 島根県出雲市で肥育された和牛肉

神奈川

あしがら農業協同組合，小
田原市農業協同組合，厚木
市農業協同組合，秦野市農
業協同組合，津久井郡農業
協同組合

足柄茶

商願2006-037786

第30類

第30類 足柄産の緑茶

北海道

オホーツク網走農業協同
組合

北海道オホーツク網
走和牛

商願2006-037787

第29類

第29類 オホーツク海に面した網走で生産した和牛を用いてなる牛肉

茨 城

つくば市農業協同組合

北条米

通常
出願

商願2006-037821

第30類

第30類 米

石 川

全国農業協同組合連合会

能登牛

標準

商願2006-038071

第29類

第29類 石川県内一円で生産された牛肉

茨 城,
栃 木

本場結城紬卸商協同組
合，茨城県本場結城紬織物
協同組合，栃木県本場結城
紬織物協同組合

本場結城紬

標準

商願2006-038107

第24類

第24類 結城産の伝統の技術で製造された紬織物

静 岡

川根茶業協同組合

川根茶

標準

商 願 2006-038689
変更

第30類

第30類 静岡県榛原郡川根町及び川根本町（旧・中川根町及び旧・本川根町）で生
産・販売される茶

岐 阜

飛騨酪農農業協同組合

飛騨高原牛乳

商願2006-038828

第29類

第29類 飛騨産の牛乳

佐 賀

佐賀県陶磁器工業協同組合

有田焼き

商願2006-038829

第
04.08.09.
10.11.14.
16.20.21.
26.28類

第4類 陶磁器製の喫煙用具 第8類 陶磁器製のかつお節削り器，陶磁器製の角砂
糖挟み，陶磁器製の缶切，陶磁器製のくるみ割り器，陶磁器製のスプーン，陶磁器
製のフォーク，陶磁器製のアイロン（電気式のものを除く）
，陶磁器製の糸通し器，
陶磁器製のチャコ削り器，陶磁器製の五徳，陶磁器製の十能，陶磁器製の火消し壷，
陶磁器製の火ばし，陶磁器製のパレットナイフ 第9類 陶磁器製の計算尺 第10類
陶磁器製のしびん，陶磁器製の病人用便器 第11類 陶磁器製のあんどん，陶磁器
製のガスランプ，陶磁器製の石油ランプ，陶磁器製のちょうちん，陶磁器製のほや，
陶磁器製のガス湯沸かし器，陶磁器製の調理台，陶磁器製の流し台，陶磁器製の加
熱器，陶磁器製のアイスボックス，陶磁器製の氷冷蔵庫，陶磁器製の浴槽類，陶磁
器製の家庭用浄水器，陶磁器製の家庭用汚水浄化槽，陶磁器製の家庭用し尿処理槽，
陶磁器製の家庭用ごみ焼却炉，陶磁器製の洗浄機能付便座，陶磁器製の洗面所用消
毒剤ディスペンサー，陶磁器製の便器，陶磁器製の和式便器用いす，陶磁器製のあ
んか，陶磁器製のかいろ，陶磁器製の湯たんぽ 第14類 陶磁器製のネックレス，
陶磁器製のペンダント，陶磁器製のイヤリング，陶磁器製のブレスレット，陶磁器
を用いた装飾時計，陶磁器製の宝石ブローチ，陶磁器製のロケット，陶磁器製の指
輪，陶磁器の飾り物を付けたネクタイ止め，陶磁器の飾り物を付けた貴金属製のバッ
クル，陶磁器製のカフスボタン，陶磁器を主体とする貴金属製のコンパクト 第16
類 陶磁器製の鑑賞用水槽及びその付属品，陶磁器製の荷札，陶磁器製の文房具類
第20類 陶磁器製のストロー，陶磁器製の愛玩動物用ベッド，陶磁器製の犬小屋，
陶磁器製の買物かご，陶磁器製の家庭用水槽，陶磁器製のきゃたつおよびはしご，
陶磁器製の工具箱，陶磁器製の小鳥用巣箱，陶磁器製のししゅう用枠，陶磁器製の
植物の茎支持具，陶磁器製のタオル用ディスペンサー，陶磁器製のネームプレート
及び表札，陶磁器製の旗ざお，陶磁器製のハンガーボード，陶磁器製の帽子掛けか
ぎ，陶磁器製の盆，陶磁器製の郵便受け，陶磁器の陶板を嵌め込んだつい立て 第
21類 陶磁器製ののコンパクト（貴金属製のものを除く），陶磁器製のせっけん入れ，
陶磁器製のおしろい入れ，陶磁器製のクリーム入れ，陶磁器製の化粧用箱，陶磁器
製の香水噴霧器，陶磁器製の洗面用具入れ陶磁器製の洗面用具入れ，陶磁器製のア
イスペール，陶磁器製の泡立て，陶磁器製の食品保存用瓶，陶磁器製の焼網，陶磁
器製のようじ，陶磁器製の洋服ブラシ，陶磁器製の愛玩動物用ブラシ，陶磁器製の
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犬のおしゃぶり，陶磁器製の霧吹き，陶磁器製の寝室用簡易便器，陶磁器製のお守
り，陶磁器製のなべ類，陶磁器製のコーヒー沸かし（電気式のものを除く），陶磁器
製のやかん，陶磁器製の食器類，陶磁器製のこし器，陶磁器製のこしょう入れ・砂
糖入れ及び塩振り出し容器，陶磁器製の卵立て，陶磁器製のナプキンホルダー及び
ナプキンリング，陶磁器製の米びつ，陶磁器製のざる，陶磁器製のシェーカー，陶
磁器製のしゃもじ，陶磁器製の手動式のコーヒー豆ひき及びこしょうひき，陶磁器
製のじょうご，陶磁器製の食器保存用瓶，陶磁器製の水筒，陶磁器製のすりこぎ，
陶磁器製のすりばち，陶磁器製のお膳，陶磁器製の栓抜，陶磁器製の大根卸し，陶
磁器製のタルト取り分け用へら，陶磁器製のなべ敷き，陶磁器製のはし，陶磁器製
のはし箱，陶磁器製のひしゃく，陶磁器製のふるい，陶磁器製のまな板，陶磁器製
の魔法瓶，陶磁器製の麺鉢，陶磁器製のレモン絞り器，陶磁器製のワッフル焼き型
（電気式のものを除く），陶磁器製の清掃用具及び洗濯用具，陶磁器製のアイロン台，
陶磁器製の愛玩動物用食器，陶磁器製の植木鉢，陶磁器製の家庭園芸用の水耕式植
物栽培器，陶磁器製の家庭用燃え殻ふるい，陶磁器製の霧吹き，陶磁器製の靴脱ぎ
器，陶磁器製のこて台，陶磁器製の小鳥かご，陶磁器製の小鳥用水盤，陶磁器製の
じょうろ，陶磁器製の石炭入れ，陶磁器製のせっけん用ディスペンサー，陶磁器製
の貯金箱，陶磁器製のトイレットペーパーホルダー，陶磁器製のねずみ取り器，陶
磁器製のへら台，陶磁器製の湯かき棒，陶磁器製の浴室用腰掛け，陶磁器製の浴室
用おけ，陶磁器製のろうそく消し及びろうそく立て，陶磁器の陶板を嵌め込んだ花
瓶・水盤・風鈴 第26類 陶磁器製の衣服用ブローチ，陶磁器の飾り物を付けた衣
服用バックル，陶磁器の帯留め，陶磁器のボタン，陶磁器製の裁縫用指抜き，陶磁
器製の編み棒，陶磁器製の裁縫箱，陶磁器製の裁縫用へら，陶磁器製の指抜き，陶
磁器製の針箱 第28類 陶磁器製の愛玩動物用おもちゃ，陶磁器製のおもちゃ，陶
磁器製の人形

山 梨

山梨県漬物協同組合

甲州小梅

標準

商願2006-038899

第29類

第29類 山梨県産の小梅漬

福 島

会津味噌協同組合

会津みそ

標準

商願2006-039334

第30類

第30類 会津産のみそ

山 形

山形おきたま農業協同組合

山形おきたま産コシ
ヒカリ

商願2006-039815

第30類

第30類 山形県置賜地区産のコシヒカリ米

東 京

東京都雛人形工業協同組合

江戸押絵羽子板

標準

商願2006-039848

第28類

第28類 東京に由来する製法により生産された押絵羽子板

東 京

東京都雛人形工業協同組合

江戸衣裳着人形

標準

商願2006-039849

第28類

第28類 東京に由来する製法により生産された衣裳着人形

東 京

東京都雛人形工業協同組合

江戸甲冑

標準

商願2006-039850

第28類

第28類 東京に由来する製法により生産された五月人形として飾るための甲冑

東 京,
埼 玉

東京都雛人形工業協同組
合，岩槻人形協同組合

江戸木目込人形

標準

商願2006-039852

第28類

第28類 東京に由来する製法により生産された木目込人形

愛 媛

全国農業協同組合連合会

伊予牛

商願2006-040108

第29類

第29類 愛媛県産の牛肉

山 形

庄内みどり農業協同組合

刈屋梨

標準

商願2006-040581

第31類

第31類 山形県酒田市刈屋産の梨

山 形

庄内みどり農業協同組合

平田赤ねぎ

標準

商願2006-040582

第31類

第31類 山形県酒田市平田地区（旧平田町）産の赤ねぎ

山 形

庄内みどり農業協同組合

鵜渡川原きゅうり

標準

商願2006-040583

第31類

第31類 山形県酒田市亀ヶ崎産のきゅうり

愛 知

伊藤 秀敏

名古屋焼そば

通常
出願

商願2006-040621

第30.43類

第30類 焼そば用調味料，焼そば用ソース，焼そば用粉類，焼そば弁当調理済み焼
そば，冷凍むし麺，むし麺，冷凍用調理済み焼そば即席焼そばの麺，焼そばの麺 第
43類 焼そばを主とする飲食物の提供

新 潟

小千谷織物同業協同組合

小千谷縮

標準

商願2006-040855

第24類

第24類 新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物，新潟県の小
千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製身の回
り品，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作し
た縮織物製のクッションカバー，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産さ
れた縮織物を用いて製作した縮織物製の敷布，新潟県の小千谷地域に由来する製法
により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製の布団カバー，新潟県の小千谷
地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製のまくらカ
バー，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作し
た縮織物製ランチョンマット，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産され
た縮織物を用いて製作した縮織物製テーブルナプキン，新潟県の小千谷地域に由来
する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製ののぼり及び旗，新潟
県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製
トイレットシートカバー，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮
織物を用いて製作した縮織物製いすカバー，新潟県の小千谷地域に由来する製法に
より生産された縮織物を用いて製作した縮織物製壁掛け，新潟県の小千谷地域に由
来する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製のカーテン，新潟県
の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製の
テーブル掛け，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用い
て製作した縮織物製の紅白幕，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産され
た縮織物を用いて製作した縮織物製ラベル

新 潟

小千谷織物同業協同組合

小千谷縮

標準

商願2006-040884

第25類

第25類 新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作
した縮織物製の洋服，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物
を用いて製作した縮織物製のベスト，小千谷地域に由来する製法により生産された
縮織物を用いて製作した縮織物製のワイシャツ類，新潟県の小千谷地域に由来する
製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製の寝巻き類，新潟県の小千
谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製の下着，
新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織
物製の作務衣，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用い
て製作した縮織物製の和服，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された
縮織物を用いて製作した縮織物製のエプロン，新潟県の小千谷地域に由来する製法
により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製の靴下，新潟県の小千谷地域に
由来する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製の足袋，新潟県の
小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製のネ
クタイ，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作
した縮織物製のマフラー，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮
織物を用いて製作した縮織物製のずきん，新潟県の小千谷地域に由来する製法によ
り生産された縮織物を用いて製作した縮織物製のナイトキャップ，新潟県の小千谷
地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織物製の帽子，新
潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織物
製の靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。），
新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された縮織物を用いて製作した縮織
物製の草履類

新 潟

小千谷織物同業協同組合

小千谷紬

標準

商願2006-040885

第24類

第24類 新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物，新潟県の小
千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製身の回
り品，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作し
た紬織物製のクッションカバー，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産さ
れた紬織物を用いて製作した紬織物製の敷布，新潟県の小千谷地域に由来する製法
により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製の布団カバー，新潟県の小千谷
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地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製のまくらカ
バー，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作し
た紬織物製ランチョンマット，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産され
た紬織物を用いて製作した紬織物製テーブルナプキン，新潟県の小千谷地域に由来
する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製ののぼり及び旗，新潟
県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製
トイレットシートカバー，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬
織物を用いて製作した紬織物製いすカバー，新潟県の小千谷地域に由来する製法に
より生産された紬織物を用いて製作した紬織物製壁掛け，新潟県の小千谷地域に由
来する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製のカーテン，新潟県
の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製の
テーブル掛け，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用い
て製作した紬織物製の紅白幕，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産され
た紬織物を用いて製作した紬織物製ラベル

佐 賀

佐賀県有明海漁業協同組
合連合会

佐賀のり

標準

商願2006-040888

第29類

第29類 佐賀県産の干しのり，佐賀県産の焼きのり，佐賀県産の味付けのり

新 潟

小千谷織物同業協同組合

小千谷紬

標準

商願2006-040896

第25類

第25類 新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作
した紬織物製の洋服，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物
を用いて製作した紬織物製のベスト，小千谷地域に由来する製法により生産された
紬織物を用いて製作した紬織物製のワイシャツ類，新潟県の小千谷地域に由来する
製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製の寝巻き類，新潟県の小千
谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製の下着，
新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織
物製の作務衣，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用い
て製作した紬織物製の和服，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された
紬織物を用いて製作した紬織物製のエプロン，新潟県の小千谷地域に由来する製法
により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製の靴下，新潟県の小千谷地域に
由来する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製の足袋，新潟県の
小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製のネ
クタイ，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作
した紬織物製のマフラー，新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬
織物を用いて製作した紬織物製のずきん，新潟県の小千谷地域に由来する製法によ
り生産された紬織物を用いて製作した紬織物製のナイトキャップ，新潟県の小千谷
地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織物製の帽子，新
潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織物
製の靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。），
新潟県の小千谷地域に由来する製法により生産された紬織物を用いて製作した紬織
物製の草履類

岡 山

蒜山酪農農業協同組合

蒜山ジャージー牛

通常
出願

商願2006-040970

第29類

第29類 牛肉，牛肉製品

岡 山

蒜山酪農農業協同組合

蒜山ジャージー交雑
牛

通常
出願

商願2006-040971

第29類

第29類 牛肉，牛肉製品

岡 山

蒜山酪農農業協同組合

蒜山牛

通常
出願

商願2006-040972

第29類

第29類 牛肉，牛肉製品

兵 庫

灘五郷酒造組合

灘の酒

標準

商願2006-041187

第33類

第33類 灘で生産された酒

和歌山

ながみね農業協同組合

蔵出ししもつみかん

通常
出願

商願2006-041325

第31類

第31類 みかん

沖 縄

八重山ブランド協同組合

石垣島産海ぶどう

商願2006-041536

第
31.35.43
類

第31類 海藻類 沖縄県石垣島（石垣市）で養殖された海ぶどう 第35類 公告 沖
縄県石垣島（石垣市）で養殖された海ぶどうの販売及び飲食店等での提供に係わる新
聞，チラシ，雑誌，ノボリ，フリーペーパー及びインターネット等の公告 第43類 飲
食物の提供 沖縄県石垣島（石垣市）で養殖された海ぶどうの飲食店での提供

大 分

大分県酒造協同組合

大分麦焼酎

標準

商願2006-041537

第32.33類

第32類 ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲
料用野菜ジュース 第33類 日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

宮 城

全国農業協同組合連合会

仙台黒毛和牛

標準

商願2006-041653

第29類

第29類 宮城県産の黒毛和種牛肉

宮 崎

佐土原養鰻漁業協同組合

佐土原うなぎ

商願2006-042018

第31類

第31類 佐土原産うなぎ

神奈川

湯河原温泉旅館協同組合

湯河原温泉

商願2006-042221

第
03.32.43.
44類

第3類 入浴剤，血行促進浴用添加剤，浴用鉱泉水，薬用浴用鉱泉水，化粧用浴用鉱
泉水，健康促進浴用鉱泉水，化粧せっけん，シャンプー，香料，化粧品，歯磨き，
人造軽石，洗い粉，家庭用湯あか除去剤，髪洗い粉，磨き粉，洗浄剤，脂肪取り紙，
痩身用化粧品，皮膚の手入れ用化粧品。 第32類 鉱泉水，飲用温泉水，ミネラル
ウォーター，清涼飲料，果実飲料，野菜ジュース，乳清飲料。 第43類 宿泊施設
の提供，宿泊施設に関する情報の提供，宿泊施設の利用に関する情報の提供，宿泊
施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の
提供，入浴施設の提供，休憩施設の提供，温泉浴場施設の提供に関する情報の提供，
写真の撮影，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，宴会又は集会のため
の施設の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，入浴施設の提供，老人ホームにお
ける養護，キャンプ場施設の提供。 第44類 浴用鉱泉水の提供，浴用温泉水の提
供，公衆浴場の提供，アロマテラピーの提供，保養所・療養所の提供，サナトリウ
ムにおける医業，療養施設または看護施設における医業，医療看護，サウナ風呂の
提供

山 形

山形おきたま農業協同組合

山形おきたま産デラ
ウェア

商願2006-042235

第31類

第31類 山形県置賜地区産のぶどう

群 馬

全国農業協同組合連合会

上州牛

標準

商願2006-042669

第29類

第29類 群馬県産の牛肉，群馬県産の牛肉製品

愛 知

愛知県製麺工業協同組合,
愛知県乾麺工業協同組合

名古屋味噌煮込みう
どん

標準

商願2006-042795

第30類

第30類 愛知県産のうどんのめん

愛 知

愛知県製麺工業協同組合,
愛知県乾麺工業協同組合

名古屋味噌煮込みき
しめん

標準

商願2006-042803

第30類

第30類 愛知県産のきしめんのめん

愛 知

愛知県製麺工業協同組合,
愛知県乾麺工業協同組合

名古屋名産きしめん

標準

商願2006-042804

第30類

第30類 愛知県産のきしめんのめん

愛 知

愛知県製麺工業協同組合,
愛知県乾麺工業協同組合

名古屋名物きしめん

標準

商願2006-042805

第30類

第30類 愛知県産のきしめんのめん

東 京

全国農業協同組合連合会

山形のさくらんぼ

通常
出願

商願2006-043158

第31類

第31類 さくらんぼ，さくらんぼの種子類，さくらんぼの木，さくらんぼの苗木，
さくらんぼの花，さくらんぼの盆栽

東 京

全国農業協同組合連合会

山形のラ・フランス

通常
出願

商願2006-043159

第31類

第31類 ラフランス，ラフランスの種子類，ラフランスの木，ラフランスの苗木，
ラフランスの花，ラフランスの盆栽
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東 京

全国農業協同組合連合会

山形牛

通常
出願

商願2006-043160

第29類

第29類 牛肉，牛肉製品，牛脂

香 川

讃岐石材加工協同組合，庵
治石開発協同組合，協同組
合庵治石振興会

庵治石

標準

商願2006-043289

第19類

第19類 香川県高松市の庵治町・牟礼町において産出された墓石用石材，その他の
石材，灯ろう，墓石，墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く），石製彫刻

東 京

全国農業協同組合連合会

広島の卵

標準

商願2006-043475

第29類

第29類 広島県産の鶏卵

島 根

いずも農業協同組合

いずも和牛

商願2006-043641

第29類

第29類 島根県出雲市で肥育された和牛肉

兵 庫

丸人食品有限会社

神戸名産 いかなご
くぎ煮

商願2006-043729

第29類

第29類 水産物のつくだに

広 島

有限会社金萬堂本舗

玉浦煎餅

商願2006-043744

第30類

第30類 せんべい

京 都

京都誂友禅工業協同組合

誂京染

標準

商願2006-043859

第24類

第24類 織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，
ビニルクロス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷
布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，
ふきん，シャワーカーテン，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレッ
トシートカバー，織物製いすカバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん
帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードクロス，布製ラベル

青 森

常盤村農業協同組合

常磐

通常
出願

商願2006-044116

第31類

第31類 野菜（砂糖きび・てんさい・茶の葉・コーヒー豆を除く。）

新 潟

魚沼みなみ農業協同組合

南魚沼産コシヒカリ

通常
出願

商願2006-044386

第30類

第30類 米

新 潟

魚沼みなみ農業協同組合

魚沼産こがねもち

通常
出願

商願2006-044387

第30類

第30類 米

新 潟

魚沼みなみ農業協同組合

八色しいたけ

通常
出願

商願2006-044388

第31類

第31類 椎茸

新 潟

魚沼みなみ農業協同組合

大崎菜

通常
出願

商願2006-044391

第31類

第31類 青菜

出願された商標

標準
文字

標準

出願番号

出願区分

指定商品及び指定役務

広 島

広島県漁業協同組合連合会

広島かき

標準

商願2006-044474

第31類

第31類 広島県産のかき

兵 庫

淡路瓦工業組合

淡路瓦

標準

商願2006-044723

第19類

第19類 淡路島で生産された粘土かわら

岐 阜

岐阜県寒天水産工業組合

山岡細寒天

標準

商願2006-044724

第29類

第29類 山岡産の細寒天

岐 阜

飛騨一位一刀彫協同組合

飛騨一位一刀彫

商願2006-044725

第20類

第20類 一位の木を用いて飛騨で製作される木製彫刻

福 井

三里浜特産農業協同組合

福井の花らっきょ

商願2006-044726

第29類

第29類 福井産らっきょの漬物

愛 知

愛知県絞工業組合

有松鳴海絞

標準

商願2006-044727

第
18.20.24.
25.40類

第18類 愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法により生産された絞り染品を利用
したかばん類および袋物，有松・鳴海地域を含む愛知県で生産され若しくは加工さ
れ又は販売される絞り染品を利用したかばん類および袋物，愛知県の有松・鳴海地
域に由来する製法により生産された絞り染品を利用した携帯用化粧道具入れ，有
松・鳴海地域を含む愛知県で生産され若しくは加工され又は販売される絞り染品を
利用した携帯用化粧道具入れ，愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法により生産
された絞り染品を利用した傘，有松・鳴海地域を含む愛知県で生産され若しくは加
工され又は販売される絞り染品を利用した傘 第20類 愛知県の有松・鳴海地域に
由来する製法により生産された絞り染品を利用したクッション及び座布団，有松・
鳴海地域を含む愛知県で生産され若しくは加工され又は販売される絞り染品を利用
したクッション及び座布団，愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法により生産さ
れた絞り染品を利用したのれん，有松・鳴海地域を含む愛知県で生産され若しくは
加工され又は販売される絞り染品を利用したのれん 第24類 愛知県の有松・鳴海
地域に由来する製法により生産された絞り染織物，有松・鳴海地域を含む愛知県で
生産され若しくは加工され又は販売される絞り染織物，愛知県の有松・鳴海地域に
由来する製法により生産された絞り染品を利用した布製身の回り品，有松・鳴海地
域を含む愛知県で生産され若しくは加工され又は販売される絞り染品を利用した布
製身の回り品，愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法により生産された絞り染品
を利用した布団カバー及びまくらカバー，有松・鳴海地域を含む愛知県で生産され
若しくは加工され又は販売される絞り染品を利用した布団カバー及びまくらカ
バー，愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法により生産された絞り染品を利用し
た織物製テーブルナプキン及びふきん，有松・鳴海地域を含む愛知県で生産され若
しくは加工され又は販売される絞り染品を利用した織物製テーブルナプキン及びふ
きん，愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法により生産された絞り染品を利用し
たのぼり及び旗（紙製のものを除く。），有松・鳴海地域を含む愛知県で生産され若
しくは加工され又は販売される絞り染品を利用したのぼり及び旗（紙製のものを除
く。），愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法により生産された絞り染品を利用し
たテーブル掛け，有松・鳴海地域を含む愛知県で生産され若しくは加工され又は販
売される絞り染品を利用したテーブル掛け，愛知県の有松・鳴海地域に由来する製
法により生産された絞り染品を利用した織物製いすカバー及びカーテン，有松・鳴
海地域を含む愛知県で生産され若しくは加工され又は販売される絞り染品を利用し
た織物製いすカバー及びカーテン，愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法により
生産された絞り染品を利用したタペストリー（壁掛け），有松・鳴海地域を含む愛知
県で生産され若しくは加工され又は販売される絞り染品を利用したタペストリー
（壁掛け） 第25類 愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法により生産された絞
り染品を利用した被服，有松・鳴海地域を含む愛知県で生産され若しくは加工され
又は販売される絞り染品を利用した被服，愛知県の有松・鳴海地域に由来する製法
により生産された絞り染品を利用した履物，有松・鳴海地域を含む愛知県で生産さ
れ若しくは加工され又は販売される絞り染品を利用した履物 第40類 愛知県の有
松・鳴海地域に由来する方法による布・被服の絞り染処理，有松・鳴海地域を含む
愛知県で実施される布・被服の絞り染処理

島 根

いずも農業協同組合

多伎いちじく

標準

商願2006-044891

第29.30類

第29類 島根県多伎町産の加工いちじく 第31類 島根県多伎町産のいちじく

石 川

珠洲市農業協同組合

珠洲大納言

標準

商願2006-045439

第29類

第29類 石川県珠洲市産の大納言小豆

石 川

珠洲市農業協同組合，おお
ぞら農業協同組合，町野町
農業協同組合

能登大納言

標準

商願2006-045440

第29類

第29類 石川県の能登地域産の大納言小豆

徳 島

徳島市農業協同組合

渭東ねぎ

標準

商願2006-045467

第31類

第31類 徳島市渭東産のねぎ

宮 城

宮城県味噌醤油工業協同
組合

仙台味噌

商願2006-045538

第30類

第30類 仙台藩に由来する製法により組合の地区内で生産されたみそ

宮 城

宮城県味噌醤油工業協同
組合

仙台みそ

商願2006-045539

第30類

第30類 仙台藩に由来する製法により組合の地区内で生産されたみそ

京 都

京都府寿司生活衛生同業
組合

京寿司

商願2006-045628

第30類

第30類 京都産のすし

Vol.59

No.8

標準

－43－

パテント2006

地域団体商標出願が開始されて
都道
府県

出願人

出願された商標

標準
文字

出願番号

出願区分

指定商品及び指定役務

京 都

京都府寿司生活衛生同業
組合

京の鯖寿司

標準

商願2006-045632

第30類

第30類 京都産の鯖ずし

京 都

京都府寿司生活衛生同業
組合

京の鱧寿司

標準

商願2006-045634

第30類

第30類 京都産の鱧ずし

奈 良

奈良県漁業協同組合連合会

吉野桜あゆ

標準

商願2006-045688

第31類

第31類 奈良吉野川（紀の川）水系のあゆ

岐 阜

瑞浪陶磁器工業協同組合,
恵那陶磁器工業協同組合

みずなみ焼

標準

商願2006-045689

第21類

第21類 瑞浪産の陶磁製包装用容器，瑞浪産の陶磁製なべ類，瑞浪産の陶磁製食器
類およびその他の陶磁器，瑞浪産の陶磁製土瓶，瑞浪産の陶磁製急須，瑞浪産の陶
磁製こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器，瑞浪産の陶磁製卵立て，瑞浪産
の陶磁製ようじ入れ，瑞浪産の陶磁製しゃもじ，瑞浪産の陶磁製すりばち，瑞浪産
の陶磁製大根卸し，瑞浪産の陶磁製なべ敷き，瑞浪産の陶磁製はし，瑞浪産の陶磁
製はし箱，瑞浪産の陶磁製レモン絞り器，瑞浪産の陶磁製ろうそく消し及びろうそ
く立て，瑞浪産の陶磁製植木鉢，瑞浪産の陶磁製愛玩動物用食器，瑞浪産の陶磁製
トイレットペーパーホルダー，瑞浪産の陶磁製貯金箱，瑞浪産の陶磁製せっけん用
ディスペンサー，瑞浪産の陶磁製花瓶及び水盤，瑞浪産の陶磁製風鈴，瑞浪産の陶
磁製立て看板，瑞浪産の陶磁製香炉，瑞浪産の陶磁製置物，瑞浪産の陶磁製額皿，
瑞浪産の陶磁製徳利，瑞浪産の陶磁製菓子鉢，瑞浪産の陶磁製サラダボール，瑞浪
産の陶磁製箸置き，瑞浪産の陶磁製土鈴，瑞浪産の陶磁製ティッシュ取り出し用箱，
瑞浪産の陶磁製スプーン，瑞浪産の陶磁製蓮華，瑞浪産の陶磁製壷

石 川

石川県食肉事業協同組合
連合会

能登豚

商願2006-047070

第29類

第29類 能登産の豚肉

東 京

大森本場乾海苔問屋協同
組合

江戸前の海苔

商願2006-047202

第29類

第29類 焼き海苔

三 重

三重中央農業協同組合

一志米

商願2006-047331

第31類

第31類 三重県一志地方産の米

兵 庫

協同組合しそうの森の木

しそう杉

商願2006-047541

第19類

第19類 宍粟産の杉を加工した木材

岡 山

全国農業協同組合連合会

岡山白桃

商願2006-047631

第31類

第31類 岡山県産の白桃

岐 阜

高田陶磁器工業協同組合

美濃民芸陶器の里・
高田焼

商願2006-047707

第21類

第21類 陶磁器製品

島 根

石州瓦工業組合

石州瓦

商願2006-047708

第19類

第19類 島根県産の陶磁製かわら

奈 良

吉野杉箸商工業協同組合

吉野杉箸

商願2006-047709

第21類

第21類 吉野杉を材料とする箸

熊 本

古閑 靖子

ななしろ／味噌

通常
出願

商願2006-047781

第30類

第30類 みそ

兵 庫

有馬温泉旅館協同組合

有馬温泉

標準

商願2006-048140

第43.44類

第43類 兵庫県神戸市北区有馬区域における温泉浴場施設を有する宿泊施設の提
供，兵庫県神戸市北区有馬区域において湧出する温泉を使用した温泉浴場施設を有
する宿泊施設の提供，兵庫県神戸市北区有馬温泉地区における飲食物の提供 第44
類 兵庫県神戸市北区有馬区域における温泉浴場施設の提供，兵庫県神戸市北区有
馬区域において湧出する温泉を使用した温泉浴場施設の提供

愛 知

小澤 智生

沖縄黒豚

通常
出願

商願2006-048147

第29類

第29類 豚肉

京 都

西川 博通

京煎茶

通常
出願

商願2006-048206

第30類

第30類 茶及び菓子

京 都

西川 博通

京抹茶

通常
出願

商願2006-048207

第30類

第30類 茶及び菓子

北海道

とうや湖農業協同組合

豊浦いちご

標準

商願2006-048216

第31類

第31類 北海道胆振支庁虻田郡豊浦町地域で生産されたいちごで，胆振支庁所在の
とうや湖農業協同組合において管理されたいちご

鹿児島

永山 一盛

えらぶかまぼこ

通常
出願

商願2006-048244

第29類

第29類 水産加工品

京 都

京都丹波産豆類協同組合

京都丹波産新丹波黒

標準

商願2006-048523

第29.31類

第29類 豆，食用たんぱく，油揚げ，豆乳，豆腐，納豆，魚介類又は魚介類の加工
品を主材とした惣菜，肉又は肉の加工品を主材とした惣菜，野菜又は野菜の加工品
を主材とした惣菜，果実又は果実の加工品を主材とした惣菜，豆抽出成分を主原料
とした顆粒状・粒状・液状・ゼリー状・カプセル状・錠剤状の加工食品，食用油脂，
乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，
肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，凍り豆腐，こんにゃく，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物 第30類 穀
物の加工品，食用粉類，菓子及びパン，調味料，穀物又は穀物の加工品を主材とし
た惣菜，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，
食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，香辛料，アイス
クリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こう
じ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，
脱穀済みの大麦，食用グルテン

京 都

京都丹波産豆類協同組合

京都丹波産馬路大納
言小豆

標準

商願2006-048549

第29.31類

第29類 豆，食用たんぱく，油揚げ，豆乳，豆腐，納豆，魚介類又は魚介類の加工
品を主材とした惣菜，肉又は肉の加工品を主材とした惣菜，野菜又は野菜の加工品
を主材とした惣菜，果実又は果実の加工品を主材とした惣菜，豆抽出成分を主原料
とした顆粒状・粒状・液状・ゼリー状・カプセル状・錠剤状の加工食品，食用油脂，
乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，
肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，凍り豆腐，こんにゃく，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物 第30類 穀
物の加工品，食用粉類，菓子及びパン，調味料，穀物又は穀物の加工品を主材とし
た惣菜，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，
食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，香辛料，アイス
クリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こう
じ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，
脱穀済みの大麦，食用グルテン

京 都

京都丹波産豆類協同組合

京都産丹波黒大豆

標準

商願2006-048552

第29.31類

第29類 豆，食用たんぱく，油揚げ，豆乳，豆腐，納豆，魚介類又は魚介類の加工
品を主材とした惣菜，肉又は肉の加工品を主材とした惣菜，野菜又は野菜の加工品
を主材とした惣菜，果実又は果実の加工品を主材とした惣菜，豆抽出成分を主原料
とした顆粒状・粒状・液状・ゼリー状・カプセル状・錠剤状の加工食品，食用油脂，
乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，
肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，凍り豆腐，こんにゃく，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物 第30類 穀
物の加工品，食用粉類，菓子及びパン，調味料，穀物又は穀物の加工品を主材とし
た惣菜，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，
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食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，香辛料，アイス
クリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こう
じ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，
脱穀済みの大麦，食用グルテン

京 都

京都丹波産豆類協同組合

京都産丹波大納言小
豆

愛 知

三河織物工業協同組合

三河木綿

福 島

土湯温泉旅館事業協同組合

土湯温泉

青 森

常盤村養鶏農業協同組合

福 井

商願2006-048557

第29.31類

第29類 豆，食用たんぱく，油揚げ，豆乳，豆腐，納豆，魚介類又は魚介類の加工
品を主材とした惣菜，肉又は肉の加工品を主材とした惣菜，野菜又は野菜の加工品
を主材とした惣菜，果実又は果実の加工品を主材とした惣菜，豆抽出成分を主原料
とした顆粒状・粒状・液状・ゼリー状・カプセル状・錠剤状の加工食品，食用油脂，
乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，
肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，凍り豆腐，こんにゃく，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物 第30類 穀
物の加工品，食用粉類，菓子及びパン，調味料，穀物又は穀物の加工品を主材とし
た惣菜，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，
食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，香辛料，アイス
クリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こう
じ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，
脱穀済みの大麦，食用グルテン

商願2006-048614

第24.25類

第24類 三河産の木綿の織物，三河産の木綿の布製身の回り品，三河産の木綿の敷
き布，三河産の木綿の布団，三河産の木綿の布団カバー，三河産の木綿の布団側，
三河産の木綿の毛布 第25類 三河産の木綿のワイシャツ類，三河産の木綿の和服

標準

商願2006-048704

第43.44類

第43類 福島県福島市土湯温泉町における温泉入浴施設を有する宿泊施設の提供
第44類 福島県福島市土湯温泉町における温泉入浴施設の提供

トキワの赤い玉子

標準

商願2006-048762

第31類

第31類 青森県南津軽郡藤崎町常盤（旧・青森県南津軽郡常盤村）産の赤い卵（卵
殻が赤い卵）

福井県漁業協同組合連合会

越前がに

標準

商願2006-048916

第29.31類

第29類 福井県産のズワイガニ（生きているものを除く。），福井県産のズワイガ
ニを使用してなる加工水産物 第31類 福井県産のズワイガニ（生きているものに
限る。）

福 井

福井県漁業協同組合連合会

若狭ぐじ

標準

商願2006-048917

第29.31類

第29類 若狭地方産のアカアマダイ（生きているものを除く。），若狭地方産のア
カアマダイを使用してなる加工水産物 第31類 若狭地方産のアカアマダイ（生き
ているものに限る。）

福 井

福井県漁業協同組合連合会

若狭ふぐ

標準

商願2006-048918

第29.31類

第29類 若狭地方産のふぐ（生きているものを除く。），若狭地方産のふぐを使用
してなる加工水産物 第31類 若狭地方産のふぐ（生きているものに限る。）

富 山

黒部農業協同組合

黒部米

標準

商願2006-049004

第30類

第30類 黒部産の米

富 山

黒部農業協同組合

黒部名水ポーク

団体
商標

商願2006-049008

第29類

第29類 豚肉

大 阪

大阪府漬物事業協同組合

泉州水なす漬

標準

商願2006-049118

第29類

第29類 泉州産の水なす漬

福 島

会津みなみ農業協同組合

南郷トマト

商願2006-049281

第29類

第29類 福島県南会津郡下郷町・南会津町・只見町で生産され会津みなみ農業協同
組合のトマト選果場において選別出荷されるトマト

長 野

木曽漆器工業協同組合

木曽漆器

標準

商願2006-050542

第20.21類

第20類 長野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施した盆（金属製のものを
除く。），長野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施したうちわ，長野県塩
尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施したせんす，長野県塩尻市及び木曽地方に
由来する漆塗りを施した家具，長野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施し
たつい立て，長野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施したびょうぶ，長野
県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施した葬祭用具，長野県塩尻市及び木曽
地方に由来する漆塗りを施した額縁 第21類 長野県塩尻市及び木曽地方に由来す
る漆塗りを施した食器類（貴金属製のものを除く。），長野県塩尻市及び木曽地方
に由来する漆塗りを施したこしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製
のものを除く。），長野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施した盆（貴金
属製のものを除く。），長野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施したよう
じ入れ（貴金属製のものを除く。），長野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗り
を施したしゃもじ，長野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施したぜん，長
野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施したなべ敷き，長野県塩尻市及び木
曽地方に由来する漆塗りを施したはし，長野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗
りを施したはし箱，長野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施したまな板，
長野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施した花器（貴金属製のものを除
く。），長野県塩尻市及び木曽地方に由来する漆塗りを施した香炉，長野県塩尻市
及び木曽地方に由来する漆塗りを施したくし，長野県塩尻市及び木曽地方に由来す
る漆塗りを施した靴べら

宮 城

全国農業協同組合連合会

仙台いちご

標準

商願2006-051053

第31類

第31類 宮城県産のいちご

新 潟

しおざわ農業協同組合

魚沼米 しおざわ産
コシヒカリ

通常
出願

商願2006-051101

第30類

第30類 米

京 都

京都扇子団扇商工協同組合

京扇子

標準

商願2006-051111

第20類

第20類 京都府に由来する製法により国内生産されたせんす

京 都

京都扇子団扇商工協同組合

京うちわ

標準

商願2006-051112

第20類

第20類 京都府に由来する製法により国内生産されたうちわ

青 森

常盤村養鶏農業協同組合

トキワの玉子

標準

商願2006-051575

第29類

第29類 青森県南津軽郡藤崎町常盤（旧・青森県南津軽郡常盤村）産の卵

宮 崎

高千穂酒類工業共同組合

宮崎のそば焼酎

標準

商願2006-051578

第33類

第33類 宮崎産のそば焼酎

宮 崎

高千穂酒類工業共同組合

宮崎・高千穂のそば
焼酎

標準

商願2006-051579

第33類

第33類 宮崎・高千穂産のそば焼酎

宮 崎

高千穂酒類工業共同組合

高千穂そば焼酎

標準

商願2006-051580

第33類

第33類 高千穂産のそば焼酎

東 京

東京カットグラス協同組合

江戸切子

標準

商願2006-051813

第
14.21.40
類

第14類 東京地方に由来する製法により生産されたガラス製キーホルダー，東京地
方に由来する製法により生産されたガラス製記念カップ，東京地方に由来する製法
により生産されたガラス製記念たて，東京地方に由来する製法により生産されたガ
ラス製身飾品，東京地方に由来する製法により生産されたガラス製時計 第21類
東京地方に由来する製法により生産されたガラス基礎製品（建築用のものを除く。），
東京地方に由来する製法により生産されたガラス製包装用容器，東京地方に由来す
る製法により生産されたガラス製食器類，東京地方に由来する製法により生産され
たガラス製食品保存用瓶，東京地方に由来する製法により生産されたガラス製こ
しょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器，東京地方に由来する製法により生産さ
れたガラス製卵立て，東京地方に由来する製法により生産されたガラス製ナプキン
ホルダー及びナプキンリング，東京地方に由来する製法により生産されたガラス製
盆，東京地方に由来する製法により生産されたガラス製ようじ入れ，東京地方に由
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来する製法により生産されたガラス製栓抜，東京地方に由来する製法により生産さ
れたガラス製はし，東京地方に由来する製法により生産されたガラス製はし箱，東
京地方に由来する製法により生産されたガラス製レモン絞り器，東京地方に由来す
る製法により生産されたガラス製ろうそく消し及びろうそく立て，東京地方に由来
する製法により生産されたガラス製家庭園芸用の水耕式植物栽培器，東京地方に由
来する製法により生産されたガラス製お守り，東京地方に由来する製法により生産
されたガラス製せっけん用ディスペンサー，東京地方に由来する製法により生産さ
れたガラス製花瓶及び水盤，東京地方に由来する製法により生産されたガラス製室
内装飾用置物，東京地方に由来する製法により生産されたガラス製風鈴，東京地方
に由来する製法により生産されたガラス製立て看板，東京地方に由来する製法によ
り生産されたガラス製香炉，東京地方に由来する製法により生産されたガラス製化
粧用具，東京地方に由来する製法により生産されたガラス製靴べら 第40類 東京
地方に由来する製法により行われるガラスの加工，東京地方に由来する製法により
行われるガラス器製造機械器具の貸与

広 島

広島市内水面漁業協同組合

太田川／しじみ

商願2006-052018

第31類

第31類 太田川産のしじみ

長 野

信州打刃物工業協同組合

信州鎌

商願2006-052019

第08類

第08類 長野県上水内郡信濃町，飯綱町，長野市，千曲市の区域内で製造された鎌

沖 縄

久米島紬事業協同組合

本場久米島紬

商願2006-052254

第24類

第24類 沖縄県の久米島地域に由来する製法により久米島で生産された紬織物

新 潟

安田瓦協同組合

安田瓦

商願2006-052563

第19類

第19類 新潟県阿賀野市保田地区で生産される還元焼成粘土瓦

兵 庫

淡路畜産農業協同組合連
合会

淡路ビーフ

標準

商願2006-053271

第29類

第29類 淡路島産の牛の肉

静 岡

掛川茶商協同組合，掛川市
農業協同組合，遠州夢咲農
業協同組合

掛川茶

標準

商願2006-053278

第30類

第30類 茶

沖 縄

企業組合やんばる食品

山原シークヮーサー

標準

商願2006-053316

第32類

第32類 山原産のシークヮーサーを用いた清涼飲料，山原産のシークヮーサーを用
いた果実飲料

鳥 取

三朝温泉旅館協同組合

三朝温泉

標準

商願2006-053501

第44類

第44類 鳥取県東伯郡三朝町における温泉浴場施設の提供

三 重

大内山酪農農業協同組合

大内山牛乳

標準

商願2006-053694

第29類

第29類
た牛乳

北海道

歯舞漁業協同組合

歯舞昆布

標準

商願2006-053803

第31類

第31類 歯舞産の昆布

北海道

歯舞漁業協同組合

はぼまい昆布しょうゆ

標準

商願2006-053804

第30類

第30類 歯舞産の昆布を主要な原材料とするしょうゆ

徳 島

徳島県唐木仏壇協同組合
連合会

徳島唐木仏壇

標準

商願2006-053932

第20類

第20類 徳島産の唐木仏壇

青 森

大間漁業協同組合

大間まぐろ

標準

商願2006-054068

第29類

第29類 青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろ

青 森

つがる弘前農業協同組合

ひろさきふじ

標準

商願2006-054250

第31類

第31類 青森県産のりんご，弘前市に由来する栽培方法により栽培されたりんご

岩 手

岩手県南部鉄器協同組合
連合会

南部鉄器

団体
商標

商願2006-054453

第21類

第21類 なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，
栓抜，なべ敷き，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），ろうそく立て（貴金
属製のものを除く。），花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。），風鈴，香炉

岐 阜

郡上漁業協同組合

郡上鮎

標準

商願2006-055271

第29類

第29類 郡上産のあゆ（生きているものを除く。）

長 崎

長崎県生麺協同組合

長崎ちゃんぽん麺

標準

商願2006-055609

第30類

第30類 長崎県産のちゃんぽん麺

長 崎

長崎県生麺協同組合

長崎皿うどん麺

標準

商願2006-055610

第30類

第30類 長崎県産の皿うどん麺

静 岡

函南東部農業協同組合

丹那牛乳

商願2006-055645

第29類

第29類 丹那産の牛乳

京 都

株式会社公成

山城筍

通常
出願

商願2006-055984

第31類

第31類 たけのこ

高 知

高知市農業協同組合

薊野トマト

標準

商願2006-056037

第31類

第29類 薊野産トマト

高 知

高知市農業協同組合

徳谷トマト

標準

商願2006-056038

第31類

第29類 徳谷産トマト

青 森

黒石市農業協同組合

黒石米

標準

商願2006-056039

第30類

第30類 黒石市地域で生産された米

福 井

福井県瓦工業協同組合

越前瓦

標準

商願2006-056687

第19類

第19類 瓦

沖 縄

株式会社フリーフォーム

奄美牛＋図形

通常
出願

商願2006-057051

第29類

第29類 牛肉

北海道

帯広大正農業協同組合

大正メークイン

標準

商願2006-057156

第31類

第31類 北海道帯広市大正本町・大正町・愛国町・昭和町・幸福町・桜木町・以平
町・泉町・中島町並びに中川郡幕別町字古舞・栄・美川の区域内にて営農する組合
員により生産されたメークイン種の馬鈴薯

北海道

帯広大正農業協同組合

大正長いも

標準

商願2006-057157

第31類

第31類 北海道帯広市大正本町・大正町・愛国町・昭和町・幸福町・桜木町・以平
町・泉町・中島町並びに中川郡幕別町字古舞・栄・美川の区域内にて営農する組合
員により生産された長いも

北海道

帯広大正農業協同組合

大正だいこん

標準

商願2006-057158

第31類

第31類 北海道帯広市大正本町・大正町・愛国町・昭和町・幸福町・桜木町・以平
町・泉町・中島町並びに中川郡幕別町字古舞・栄・美川の区域内にて営農する組合
員により生産された大根

兵 庫

兵庫みらい農業協同組合

加西ゴールデンベ
リーＡ

標準

商願2006-057383

第31類

第31類 加西産ぶどう

香 川

小豆島手延素麺協同組合

小豆島手延素麺

標準

商願2006-057484

第30類

第30類 小豆島産の手延素麺

新 潟

社団法人新潟県畜産協会

新潟和牛＋図

団体
商標

商願2006-057592

第29類

第29類 和牛の食肉，和牛の乳製品，和牛の牛脂，和牛を使用した肉製品，和牛を
使用したカレー・シチュー又はスープのもと，和牛を使用した加工野菜及び加工果
実，和牛を使用したふりかけ，和牛を使用したなめ物

パテント2006

標準
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