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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

2003年08月04日 (有)海山
やきやき亭唐瀬店
2003年08月04日 こむぎ

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

静岡市南町3-25 新星ビル3F

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

叶屋
054-248-6060

富士吉田市ときわ台2-7-27

叶屋
0555-24-5550

2003年09月01日 あご山

居酒屋

富士宮市安居山823-5

17:00～22:00 月休
0544-25-6188

2003年09月24日 味の街

イベント

富士市蓼原1101-1 ハイツ蓼原C-101

篠原 廣次
080-3076-1784

2003年09月25日 のんき
2003年09月29日 「チャンコー焼きそば」
奈半里 ﾅﾊﾘ
2003年11月06日 (有)まさご
ツープラスセントラルキッチン
のんのん
2003年11月11日
2004年01月20日 ちゃちゃ
2004年02月05日 小料理 あい
KDフーズ
(有)デリカスプーン
2004年04月05日 パピ
白扇 ﾊｸｾﾝ
2004年04月30日 お好み焼き 夢
りゅう
菜々花 ﾅﾅｶ
2004年06月11日 ダイニングしゅう
美ふじ
やきそば よっちゃん
2013.9.10誓約書再提出
(株)富士食品

市外
露店

芝川町上稲子

佐野 広子
0544-67-0157

富士市入山瀬599-1
0545-72-4300
0544-58-6102
富士市比奈1582の3
携090-8957-1397 0545-38-1583
名古屋市中村区長筬町1丁目15-3
052-413-1181
小料理
富士宮市小泉1801-7
0544-23-1428
埼玉県戸田市美女木東1-4-1
048-424-0222
富士市富士岡534-20
0545-38-3205
喫茶
富士宮市上井出773-3
0544-54-0339
富士宮市上条438-1 (新町横通り)
0544-58-0171
お好み焼き 富士宮市宝町12-12
0544-27-4922
富士宮市上井出361-1
0544-54-0735
富士市吉原2丁目9の22号52
0545-52-1109
新宿区高田馬場4-26-16
ⒻⓉ03-5386-1007
芝川町羽鮒2478
0544-65-2833
長野県松本市波田9876-2
Ⓕ0263-91-1219 Ⓣ090-5585-7721
沼津市千本緑町1-25
055-951-7591

裾野市にあるスーパーマーケット
「エッグマート」の前で営業
叶屋
登録料(\3000) 旗4枚(\18000)

後藤 譲二
登録料1件 旗1枚
小林 愛子

登録料\3000 16:30～23:00 日祭休
30名位
叶屋
登録料\3000

井出 早苗

曽我麺 10名位収容
10:30～13:30 水、第三日曜休

望月 慧
稲岡 あい子

叶屋

佐藤 清子

マルモ
南蛮茶館 (市内大宮町1-8)
より変更

佐藤 修康

坂本 良子
芦川 勝彦

木下製麺所 登録料 旗2枚 火休
11:00～14:30/16:30～19:00 (金曜は20:00)
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

舞阪町商工会
やきそば なみ
ぼて福
2004年07月22日
ヤマザキデイリーストア
若の宮町店
山崎製パン(株)
横浜第二工場 静岡営業所
2004年09月09日 駅前食堂 ぽんぽこ

コンビニ
製パン
食堂

2004年10月18日
ポッポちゃん
清和屋

お食事処

お好み さゆり
ハニーハウス
(有)ハニーフードサービス
カラオケ ステーション

カラオケ

おまかせ亭
亜樹
(株)ロッテリアジャスコ富士宮店
たこ膳
キッチンパパ
駿味屋
2005年02月04日
2005年02月13日

2005年03月07日 あうん茶屋

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ内

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

静岡県浜名郡舞阪町舞阪798
Ⓕ053-592-5316 Ⓣ053-592-3811
富士宮市下条624
0544-58-0973
富士宮市東阿幸地698
0544-23-7002
習志野市谷津4丁目7の43
047-451-2134
富士宮市若の宮町216-1
0544-22-5535
富士宮市外神東町123番地
Ⓕ0544-58-4469 Ⓣ0544-58-3803
富士宮市西町26-15
0544-26-2352
富士宮市内野1633-3
0544-54-2378
磐田郡竜洋町岡895
090-4155-1360
富士市永田67-17 ｼｹﾞﾉﾌﾞﾋﾞﾙⅢ・1F西
Ⓕ0545-57-2933 Ⓣ0545-57-2929
富士市厚原1532-4
090-1569-1966
富士市本市場609-10
Ⓕ0545-64-6447 Ⓣ0545-64-5182
富士宮市大中里1514の2
0544-23-5292
三島
055-977-1282
富士市伝法199-17
携090-3383-8437 0545-53-2287
富士宮市浅間町1-8 ジャスコ2F
フードコート内
0544-25-6760
沼津市原町中1丁目13の26

斉藤 まさ代

女性部長理事
maisaka@dream.ocn.ne.jp
11～14:00 17～20:00 木休
10人位 Ⓟ3～4台
叶屋

静岡市高松3033-3

池谷 成生

旧店名ホットデリ

南巨摩郡身延町波木井1200-2 1号棟
104号 携090-6714-0021 0556-62-1805
岐阜県本巣市北野124番地
携090-4111-3307 058-323-1128
富士市五貫島120-1
0545-64-2932
名古屋市北区御成通1-4
052-917-3663

高野 正浩

マルモ
登録料\3000
旗1=\4500 ポール1=\1000
旗1枚

田部 雪枝

所長
杉野信義
栗原 桂子

15席 Ⓟ2台

杉山 力

登録料 旗(市内)2枚

鹿口 清子
赤野 さゆり

15名 Ⓟ7～8台

後藤 繁
50人 Ⓟ50台
叶屋
旗1枚\4500
登録料は2003.5.26支払い済み
曽我麺

渡辺 俊輔

蔵元 通夫
伊東 ユリコ
市川 保雄

マルモ
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

喫茶ルー

業 種
喫茶店

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

富士市川成島63-13

製麺会社 ・
/ 備

稲葉 英夫

マルモ

鈴木 茂夫

マルモ

営業日時
考

0545-61-1617
富士宮観光開発(株)
富士宮ゴルフクラブ
2005年03月19日 岩本山公園前 花木立

ゴルフ場

富士宮市野中1127の1
0544-23-3000
富士市岩本1600

2005年03月20日 炉 いろり

富士市鈴川町4-15

2005年04月09日 やきそば鐡馬

宇都宮市大和1-1-7 幸梅コーポ103号

大草 君子
090-3157-1716 大草 和真
大石 宣正
0545-33-3330

マルモ 渡辺克洋(0545-38-0903)より
2008.3.26変更 旗3本
15坪 客席24 駐車場いっぱい
0545-52-0655に変更？

028-658-8781
大光

富士市

どて玉 富士店

富士市本市場425-1

マルモ
0544-64-7333

つむぎ亭 (つむぎの湯)

山梨県西八代郡六郷町鴨狩津向640

さくら

富士市吉原4丁目25-20

090-9680-0195
渡辺 さよ子
0545-52-6014
2005年05月16日 レ・アール

富士宮市中央町3-9

青木
0544-23-1646

2005年05月22日 お好みハウス 平ゆう

マルモ
客席100人
マルモ
50席
曽我麺 10席 月休
0545-52-1171（本に掲載されていた番号）
マルモ
40名 駐車場有

富士宮市村山1322-4
0544-24-8555

エクセルメイト

東京都西新宿早稲田3-13-11

叶屋 フレッシュアマミヤより改名
登録料\3000 旗1枚\4500
叶屋

03-5292-1208
富陽軒

弁当

ふきのとう

南巨摩郡南部町万沢1404

土橋 栄子

マルモ

川崎 かつ枝

25名位
090-3939-1259
マルモ

0556-67-3510
パパゲーナ
富士宮ゴルフクラブレストラン
(共立ﾌｰｽﾞｻｰﾋﾞｽ)
2005年07月09日 なごみ

ゴルフ場

静岡市清水区鳥坂555-2
(ﾏﾙﾊﾝﾊﾟﾁﾝｺ横)
富士宮市野中1127-1

0543-47-7258
0544-23-2050

南巨摩郡南部町万沢4777
0556-67-3633

山かつ

沼津市大岡1961-1

叶屋
055-923-8708

実紀亭 ﾐｷﾃｲ
(キャンプ場内)
(株)ハマフク

キャンプ場

富士宮市麓字浅野397

大石 啓子
090-3152-1933

浜松市有玉北町37

曽我麺
20名位収容
登録料1件

053-435-6300
いけ麵
(有)ザップ
2005年08月06日 村上屋

杉並区上荻3-25-8 1F

遠藤 学
090-1625-5325

デリバリー・ 新潟市浜浦町1-251
村上 和也
イベント
携090-3256-0483 ⒻⓉ025-230-6274

旗大1枚 小1枚
緊急0544-24-7135 24-1367
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

静岡市古庄817-6

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

高須 博
054-263-0290

鉄板焼 みます家

富士宮市三園平1679
0544-25-0565

KEY FRIENDS

喫茶

香川県三豊郡三野町下高瀬1947-3

濱膳

露店

静岡市葵区千代田4丁目13-1
サーパス千代田第2-503号室
富士市五貫島120-1

0875-73-6021
かもめ
(富士道の駅隣り)
笑月

濱口 辰雄

マルモ(よどばしから仕入) 30名座敷
11～23時(平日は14～17時休) 水休
マルモ
30名 7～20時 日休
叶屋 よどばし各店にて営業
携090-3252-0808 ⒻⓉ054-248-3537
11:00～22:00

0545-64-2932
富士市厚原1435-5

渡辺 真
0545-72-5570

プレハブ酒場

渋谷区恵比寿南1-4-12

松下 孝行
03-3710-3222

2005年11月13日 武蔵屋

富士市久沢851-7

勝又 繁子

マルモ
13席
マルモ 30席
19:00～29:00 (午前5時)
マルモ

0545-71-5366
2005年12月08日 うるおいてい おお宮

富士宮市中央町1番12号

後藤 真理子

10:00～19:00 不定休
テイクアウト専門

岡村

マルモ
2005.12.20 オープン
11:00～23:00 無休不定期
2005.6.4 オープン
登録料3000円
市外の旗@4500×2
叶屋 ※ﾊﾟﾌﾞﾚｽﾄ停車場より改名
登録料3000円 旗1枚4500円
旗1枚4500円

0544-22-0380
やきそばエフ

移動販売

富士宮市杉田1133-25
090-7430-3307

2005年12月17日 一休

東大阪市鴻池元町2-2-1-12
064-309-2895

みっちゃん

庵原郡由比町由比376-3

鈴木 美智子
0543-75-3325

(株)西洋フードシステムズ
味ぐう
お好み焼き 風鷺
フジヤマリゾート イエティスキー場内 スキー場
(富士宮富士急ホテル)
キャベ焼 じゅんじゅん
酒肴亭 和色台処

豊島区東池袋3-13-3
佐藤
(ﾒﾆｭｰ開発指導部) 03-3984-0795
東京都板橋区高島平7-21-14
諸田
03-3975-0088
川崎市宮前区鷺沼3-5-28
044-854-7700
裾野市須山字藤原2427
福岡市早良区西新4-7-21
西新名店街
松戸市常盤平5-14-24

090-9798-5353
旗1枚
047-386-3683

軽吞処“花々”
居酒屋 昇竜

居酒屋

静岡市葵区呉服町2丁目9-10
中野ビル103
浜松市高林3丁目13-25

054-253-7487

マルモ
カウンターのみ
2004.11.25オープン
旗1枚

053-475-5466
羽野水産(株)
2006年03月25日 旨いもんどころ
六本木ろく

沼津市春日町75-2
居酒屋

曽根 有希
Ⓕ055-951-6111 Ⓣ055-951-4131 (主任)
港区六本木4-8-9 玉菊ビル2階
沖浦 宏隆
携090-1432-3927 ⒻⓉ03-3405-4668

叶屋
第2グループ(市場量販店
専門店対応) Dチーム
マルモ 17:00～翌朝8時 45席
旗大1本 小3本
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

家庭料理 満(マン)
(有)天翔
焼津さかな工房
東名上り線日本坂PA店
ふくいや酒店
2006年04月27日 駿河企画 やよい亭
和食処 高千穂
井箟(いのう)商店
2006年05月01日 まんが喫茶 モンキー
フーズ コバヤシ
2006年05月13日 近藤マリンサービス
小山の道の駅
わかな
宮膳つたや
2006年07月13日 花多幸
キャビン長泉町店
富士屋
むすび屋お宮横丁店
(有)政和物産
蛸のつぶやき
両だこ
悦楽グループ
(有)丸久
お好み焼き 味彩
2006年11月14日 とよ作

※㊟

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

姫路市下手野3丁目5-21
森陰 加代子
0792-67-0006 夜=0792-96-2824
磐田市城之崎4丁目1番地の8
代表取締役
0538-36-0120 天野 秀雄
ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 焼津市石脇上(東名上り線日本坂PA内)
Ⓕ054-626-0282 Ⓣ054-620-8161
富士宮市浅間町8-5
太田 太
0544-26-4698
静岡市駿河区弥生町2-28
054-264-2756
御殿場市荻原474-7
山田 裕之
0550-84-9006
長野県松本市女鳥羽3-4-8
井箟 貴弘
090-4674-2300
漫画喫茶
名古屋市中区新栄2-2-10
小谷野
052-387-5888
富士宮市上井出141
小林 鉄男
0544-29-1155
移動販売車 芝川町大鹿窪940-35
近藤 登
Ⓕ0544-67-0146 Ⓣ0544-67-0084
道の駅
御殿場市新橋1208-1
大隅 省治
御殿場ミント3-211
090-5429-1686
南巨摩郡南部町坂下2643-1
若林 智恵美
0556-66-2526
富士宮市宮町6番1号
石川 悦夫
0544-22-3841
富士市本市場町938
0544-62-8055
※2013.3.19富士宮市に移転
駿東郡長泉町竹原357-4
吉田 将哉
055-973-3010
富士市伝法2610の1の1
富士 千代江
0545-51-3699
お宮横丁
富士宮市浅間町12-10
小澤 政和
0544-23-9001
裾野市佐野807の23
榊原 忠彦
055-992-0286
静岡市葵区両替町2-7-11
井上 啓太
ファーストビル1F 054-273-6577
岐阜県瑞穂市牛牧1673
Ⓕ058-327-9763 Ⓣ058-327-5749
富士宮市北山5325-11
石川 清子
0554-58-7841
酒田市新堀字豊森210-27
海道 雄一
0234-93-2106

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

マルモ
18:00～24:00 月休
10:00～17:00 不定休
収容30人
マルモ
11:00～21:00 収容16名

叶屋
登録料1件
24時間営業 年中無休
収容74席
携090-3388-9122 info@konmarin.jp
http://www.konmarin.jp/
10:00～23:00 月休
10人
7/5～12試食会
マルモ 11:30～22:00 月休
Ⓟ6台 26～30名
曽我麺
マルモ
1980年代 飲食兼雑貨
たかのチェーン富士宮店
10～22時 月休
収容人数6～7名
テイクアウト専門
090-2264-9699
叶屋
登録料 旗1枚
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

天竺屋

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

富士宮市西町5-8
0544-22-0700

2006年10月27日 㐂作

富士宮市宮原588-2

惟村 和江
0544-58-9178

2006年11月17日 うるおいてい すんぷ店

静岡市駿河区古宿254外

(株)オギノ

甲府市徳行1-2-18

炭火焼 きて屋

愛知県東海市加木屋町丸根12-5

藤原 和也
054-238-0070 藤原 秀幸

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

18:00～22:30 日・第三月休
50席
叶屋
10:30～
平日 11:00～22:00
土日祝 11:00～23:00

055-227-7100
18:00～25:00 火休
50名
マルモ
11:00～19:00 水休
10名
平日 17:00～24:00 月休
土日祭 11:30～24:00

0562-34-6363
2006年11月28日 佐野

富士宮市元城町18-12
0544-27-6981

竹とんぼ①

調布市菊野台1-20-1 2F

竹とんぼ②

調布市飛田給2-14-41

お好み焼き天国 みっちゃん家
ﾁ

富士宮市宝町11-24

0424-87-5577
0424-98-3229

No.24こもれびより 店名・経営者
変更

0544-27-5305
相模原市相模湖町若柳23

鈴木 正文
090-5336-6449

ロゼシアター内
レストラン ロゼ
日本料理 ちゃっきり亭
ホテルアソシア静岡ターミナル内
ホテル ティファニー
2006年12月23日 わたおこ屋
2007年01月10日 たこやき・焼きそば 三英傑
(株) 岡江
ｻﾝｴｲｹﾂ
富士河口湖町観光課
富士宮焼きそば 憲
ヤキトリフード 大石
風の湯
お好み焼き ぶうすけ
(有)エステイエスシステム
2007年01月30日 中屋酒店
わびすけ

劇場内
ホテル内
ホテル内

富士市蓼原町1750番地
Ⓕ0545-60-2811 Ⓣ0545-60-2727
静岡市葵区黒金町56 ホテルアソシア静岡
小澤 直樹
ターミナル内B1
054-254-6833
沼津市足高305-10
大室
055-922-5888
富士宮市東阿幸地595
0544-22-3964
名古屋市中区大須4丁目-10-66

南都留郡富士河口湖町船津1700番地
Ⓕ0555-72-2817 Ⓣ0555-72-3168
横浜市金沢区富岡東5-14-6
携090-4716-1532 045-772-5126
牧之原市細江1290-16
0548-22-5237
富士宮市上井出3470-1
0544-54-2331
ｽｰﾊﾟｰ店内 上尾市小敷谷1173-5 ﾄﾞﾙﾌﾐｻ106
イベント
ｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾘｭｳ内
048-788-7980
島田市横岡新田228
0547-45-3208
富士宮市野中町806
0544-23-8578

商工課
小佐野 俊之
佐々木 憲

11:00～14:30 17:00～21:00
ロゼシアター休館日は休業
11:00～14:00 17:00～21:00 販売は
ホテル内のパーティー・模擬店のみ
マルモ
屋台有り
No.42 わたなべお好焼より 店名変更
(2007年1月より)
11:00～20:00 年中無休
富士河口湖町ｳｨﾝﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
1/13～3/21 68日間
12:00～14:00 18:00～24:00
日・第三月休 20名
叶屋
10:00～22:00 火休
叶屋 11:00～23:00 定休無
携080-3158-2410 旗3枚

片岡
11:30～14:00 16:30～21:30
水休
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

2007年02月23日 やきそば ともちゃん
2007年02月27日 スタジオ広場
サンヨークリーンフォーラム
2007年03月04日 どんぐり
2007年03月13日 (株)アジルカンパニー
わいず
2007年03月14日 あつみ
(株)TOKIWA
あしたば
伊豆高原さくらの里
さくらまつり
ええやん
富士山こどもの国
2007年03月23日 本家すいとん屋 夢さくら
(株)ドリームスカムトゥルー
あさみ
なないろ亭
(株)豆屋
ピーナツ・カフェ
薮田店
ピーナツ・カフェ
揖斐川店
ピーナツ・カフェ
羽島店
居酒屋 楽ハウス
ﾗｸ
(株)ビューティ・セレクト
西武百貨店 地下1階
2007年06月05日 雷恩(ライオン)

業 種

所
/ 電 話 番 号

主にイベント 板橋区徳丸3-41-4-106
携090-3237-6252 ⒻⓉ03-5398-9252
三島市川原ヶ谷250-10 環境ﾋﾞﾙ1F
静岡東本店 三島営業所 055-973-8182
草加市草加5-6-8
048-944-5747
行田市行田25-10
携090-7223-8935 Ⓣ048-554-3223
浜松市古川町396-3
053-425-1168
イベント
兵庫県伊丹市野間1-2-3
ⒻⓉ072-771-7457
富士市富士見台1-4-1
0545-21-2853
イベント
伊東市池891-19
055-973-9601
大阪市東淀川区豊新3-17-22
06-6990-0014
園内イベント 富士市桑崎1015
0545-22-5553
浜松市紺屋町306-43
053-451-5156
富士宮市西小泉町23-4
0544-25-1216
千葉県富里市七栄651-116
0476-91-2866
岐阜県揖斐郡大野町黒野南出口920-1
Ⓕ0585-34-1782 Ⓣ0585-32-0077
岐阜市薮田南5丁目11-11
058-277-5515
揖斐川町三和1155
0585-22-3955
羽島市小熊町島1-46
0583-94-1686
居酒屋
富士宮市田中町946
ﾃﾞﾊﾟｰﾄ内

食彩工房
2007年06月15日 居酒屋らくだ屋
(有)キャメルカンパニー

住

居酒屋

担当者

斉藤 緩子

栗原

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

曽我麺 18:00～20:00
旗大2枚 小1枚 エプロン1枚
叶屋 Ⓕ055-973-8183
3階の食堂にて2006年6月より開業
叶屋
旗2枚

田 美敬

山県 久
持徳 和彦
企画ｻｰﾋﾞｽ
課
桑原
椎村

高橋 智巳
開発部
杉本 修

福井市林町58-17-1 YMTﾋﾞﾙ2F
鈴木
Ⓕ0776-60-1133 Ⓣ0776-60-1223
滋賀県大津市馬場2-6-16 2階
077-524-7700
袋井市松原888
一ノ瀬 直子
0538-23-3132
群馬県前橋市茂木町237-7
井上 智之
携090-3244-0125 ⒻⓉ027-280-2308

tkw-k@mrj.biglobe.ne.jp 090-5167-9394
(有)トキワ企画より改名
マルモ 2007.3.25オープン
11:00～18:00 火休 8～10名
叶屋
2007.3.24～4.8
叶屋
2007.7.3オープン
18:00～24:00 日休 20席
叶屋 富士宮やきそば作り体験
9～16時(10～3月) ～17時(4～9月)
叶屋
2006.11.21オープン 旗
マルモ 11:00～22:00 月休
20名位収容
マルモ 11:00～14:30 17:00～21:30
火・第3水休 40名
携090-6768-0300
mame5@mameya-c.com
叶屋
叶屋
叶屋
マルモ 11:30～14:00 17:00～24:00
月休 30名
10:00～19:00 不定休
17:30～25:00 月休
9:00～22:00 月休 20人
叶屋 約10年前開店
camel@rakuda-club.co.jp
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

2007年06月21日 ピアピアチェーン

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

富士宮市小泉27-11

2007年07月25日 (有)ザ・バーレル・マキノ
2007年07月27日 富士宮農業協同組合
2007年07月28日 文や
2007年07月31日 ブラッスリー銀座ライオン
静岡アスティ店
2007年08月03日 (株)藤商 ﾄｰｼｮｰ
2007年08月13日 ご楽和音
ﾗｸﾜｵﾝ
2007年08月15日
2007年08月20日 多喰屋十兵衛店
2007年08月30日 大喜
2007年09月14日 (株)相模原オリエンタルホテル
和食 日本晴
2007年09月19日 B00 (ブー)
2007年09月20日 大弘
(有)須加
2007年09月23日 居酒屋 ひょうたんや
(株)住安
2007年09月25日 サンデリー
2007年10月09日 浜松富士宮やきそば
2007年10月09日 スナックＭ．Ｍ
2007年10月25日 道とん堀 富士宮店
2007年10月25日 佐々木食品
2007年11月02日 つかさ
2007年11月14日 はんぺんや

ホテル内

三島市本町14-31

055-972-2122
富士市柳島307-1 新富士駅南口
Ⓕ0545-60-0510 Ⓣ0545-61-0147
イベント
富士宮市外神東町117番地
0544-58-7182
長野県長野市南石堂町1420-3
自宅026-248-8782 店026-223-6711
静岡市葵区黒金町47 静岡ｱｽﾃｨ西館1F
054-273-8458
ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 静岡市清水区山原330-1
054-365-3211
静岡市清水区千歳町4-21
Ⓕ054-353-1040 Ⓣ054-353-1020
イベント
東京都目黒区青葉台3-14-2
ⒻⓉ03-3476-3835
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
さいたま市緑区大字大門3710
ｾﾝﾀｰ内
ｲｵﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ3F 048-878-7775
ｻｯｶｰ場
袋井市岡崎2052-4
ⒻⓉ0538-23-2924
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 相模原市相模原4-1-2
内
Ⓕ042-769-0300 Ⓣ042-769-1100
浜松市東区下石田町1522-5
ⒻⓉ053-422-2944
食事処
富士宮市淀川町22-6
Ⓕ0545-60-6178 携090-8556-4021
居酒屋
静岡市葵区呉服町2-5-21
ⒻⓉ054-251-3267
富士市岩本581-24 岩本山団地東101
ⒻⓉ0545-67-1768
やきそば店 浜松市中区元魚町95
携090-7681-9818
スナック
富士宮市粟倉48-1
0544-26-7881
お好み焼き 富士宮市城北町492
ⒻⓉ0544-25-7620
焼津市東小川2丁目8-9
ⒻⓉ054-627-4911
食事処
富士宮市上井出276-7
0544-54-0033
イベント
裾野市石脇76-4
ⒻⓉ055-992-4601

営業日時
考

曽我麺 10:00～13:00
第1・第3木休 6名
叶屋 登録料3000円

0544-23-8566
2007年06月30日 みしまプラザホテル

製麺会社 ・
/ 備

牧野 裕芳

叶屋 不定休 18名
平日9:00～23:00 休日10:00～20:00

丸山 文義

叶屋
2005.12月開店
叶屋
定休日1/1 118席 旗1枚
曽我麺(TGSより) 9時～17時 日休
東名ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ(あしたか・牧の原等)
叶屋
11:00～翌朝7:00 無休
8/19,10/21三軒茶屋商店街にて
イベント

川井 進一

関 伸秀

井上 忠
井上 勝次
高野 展
野中 明代
飯塚 健夫
佐野 英司
樋川 康久
望月 みどり
望月 洋介
佐々木 昭二
井出 一
勝又 守吉

マルモ
ｴｺﾊﾞｻｯｶｰ場にて年2～3回の販売
曽我麺 17:00～23:00 日休
0rient@sagamiorient.co.jp
マルモ 11:00～22:30
takano-h@hw.tnc.ne.jp
マルモ 曽我麺
20008.12.24 横浜より店舗移転
叶屋
叶屋
10:00～18:00
マルモ
富士宮市黒田347-6 0544-23-6057
曽我麺
日・祭休 16:00～
マルモ
11:30～23:00 12/31,1/1休
マルモ
曽我麺
10:00～20:00
マルモ
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

2007年11月15日 富士宮やきそば
立ち飲み酒場 鐵平
2007年11月17日 フードサービス 金ちゃん

業 種
東京駅
地下街
移動販売

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

やきとり屋

2007年11月21日 お好み焼き もんじゃ 樹々
(有)大永産業
2007年11月26日 (株)大阪マルビル
大阪第一ホテル
2007年11月27日 富士国際花園

お好み焼き

観光施設

2007年12月04日 やきそば二基

やきそば店

2007年12月06日 富士宮やきそば
きのこや くまちゃん
2007年12月12日 ネオポンテ
(株)ﾜｰｸｽﾄｱ･ﾄｳｷｮｳﾄﾞｳ
2007年12月14日 ふく助 高島平店
(株)エス・コート
2007年12月27日 蔵家
2008年01月20日 富嶽温泉 花の湯
時之栖
2008年01月31日 (有)鮨処 やましち
2008年02月12日 富士宮やきそば
鐵平 昭島店
2008年02月12日 きん太
(株)テイル
2008年02月15日 グランドホテル浜松
(株)聴涛館
2008年02月17日 自然樂校
(清水國明の森と湖の樂園)
2008年02月19日 浜名湖ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ 特設売店
(有)フードリンク
2008年03月05日 長谷川商店

ホテル内

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ内
飲食店
やきそば
販売
温浴施設
寿司
桜海老料理
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ内
鉄板焼き・
お好み焼き
ホテル内
やきそば
おでん･ｶﾚｰ
小売・問屋
駄菓子屋

2008年03月18日 熊家

持ち帰り用

2008年03月20日 遠州三山 門前楽市
(株)きの興産 門前楽市
2008年03月27日 ZOOSAN

ドライブイン
移動販売車

営業日時
考

中央区八重洲2-1 八重洲地下街中4号
03-3231-2627
御殿場市ぐみ沢1360

金成 友義
携090-1989-4684

2007年11月19日 やきとり家 一吉

製麺会社 ・
/ 備

甲州市勝沼町等々力2293の1
Ⓕ0553-44-3365 Ⓣ0553-44-3501
延岡市平原5丁目697-1
ⒻⓉ0982-40-3494
大阪市北区梅田1丁目9番20号
06-6341-4411
富士宮市根原480-1
Ⓕ0544-52-1136 Ⓣ0544-52-0880
埼玉県行田市真名板1540-4
048-559-3283
札幌市中央区南五条西6丁目12番地
携080-5580-9920 Ⓣ011-522-0400
大田区中央8-2-20
Ⓕ03-5748-3334 Ⓣ03-5748-3330
板橋区高島平1-77-13 伏見ﾋﾞﾙ1F
ⒻⓉ03-3550-6566
稲沢市駅前4丁目2番4号
ⒻⓉ0587-32-9993
富士宮市ひばりが丘805
Ⓕ0544-25-8182 Ⓣ0544-28-1126
静岡市清水区蒲原3-3-10
Ⓕ054-388-3308 Ⓣ054-388-2339
昭島市田中町562-1 ﾓﾘﾀｳﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ﾓｰﾙ 1F
042-541-3761
京都府城陽市北堤60番地の1
Ⓕ0774-55-9416 Ⓣ0774-56-2900
浜松市東伊場1-3-1
Ⓕ053-453-6673 Ⓣ053-452-2112
南都留郡富士河口湖町木立5606
0555－73－4116 又は 0545-22-0547
浜松市北区三ヶ日町三ケ日914-43
Ⓕ053-524-0094 Ⓣ053-524-0093
富士宮市小泉2061-15
0544-27-7597
富士宮市上井出267-4
Ⓕ0544-23-8859 携090-7274-3100
袋井市久能2891番地
Ⓕ0538-43-0118 Ⓣ0538-43-0117
世田谷区粕谷3-5-6 1F
携090-8346-2003 Ⓣ03-6427-6323

小松 一吉
梅田 洋子

マルモ 火～日
※2008年8月閉店
曽我麺 17:00～23:00

調理部
立石 俊徳
加茂 元照

曽我麺 11:00～22:00 火休
吉岡 由美子
曽我麺 H19.12.1～H20.2.29
www.
osakadaiichi.co.jp www.marubiru.com
マルモ 8:00～17:00 年中無休

野口 基二

曽我麺

吉岡 浩二

曽我麺

伊田 宣恭
水島 茂明

曽我麺 2008.1.16～数ヶ月
www.w-tokyodo.com/
叶屋 12/22～

尾辻 大志

曽我麺 10:30～18:00

内野 照雄

曽我麺 年中無休 10:00～翌朝9:00

山崎 伴子

曽我麺 11:30～21:00
www.sushi-yamashiti.com

金原 泰一

曽我麺 11:00～翌2:00 ﾁｪｰﾝ17店
honbu@kinta.co.jp www.kinta.co.jp
マルモ 11:30～22:00

堀内 伸恭
笹原 和美
今井 裕介
森下
長谷川
ふじ子
熊谷 美穂
木野 武行
米津 雅司

マルモ 土・日・祝営業 11:00～16:00
Ⓕ0555-73-4120
曽我麺 9:00～18:00
マルモ 11:00～18:00 不定休
曽我麺 火休(火曜祭日の場合は翌日)
夏9:00～18:00 冬9:00～17:00
叶谷 11:00～21:00
マルモ 16:00～2:00
世田谷区太子堂4-23-13 松竹駐車場
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

2008年04月02日 ニューバーゲン

業 種
飲食店

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

富士市富士町4-6 ニシオビル2F

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

曽根田 守

曽我麺 8:00～2:00

平塚 秀昭

叶屋

夏目 勉

望月 正浩

曽我麺 年中無休
10:00～17:00(夏季は21:00)
叶谷
期間限定 (2008.4.26～5.6)
曽我麺
t_ishikawa@foodisum-int.com
マルモ 曽我麺 ひがわり屋より改名
無休 11:00～21:00 (日曜は16:00～)
マルモ食品の生麺販売

片岡 秀雄

11:00～24:00

望月 英樹

叶屋 10:00～21:00

岩月 千代子
小川 登志子

マルモ
不定休 10:00～17:00 18:00～24:00
叶屋 8:00～20:00

岡島 外喜男

曽我麺

小泉 和也

叶屋 イーエムモト(株)より変更
koizumi@moto1.info
叶屋
火休 11:00～14:00 17:00～21:00
マルモ
月～土7:00～23:00 日7:00～16:00
曽我麺
8938@mobile-fujinomiya.com

090-8498-9554
2008年04月10日 ルースターフーズ
(有)ルースターカンパニー
2008年04月18日 夏目商店
2008年04月22日 東京ジョイポリス
(株)セガ
2008年05月01日 (株)ﾌｰﾃﾞｨｱﾑ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
2008年05月15日 駿河屋
2008年05月19日 ファミリーマート富士宮小泉店
2008年05月26日 歓喜（一富士）
2008年06月16日 がんそ
2008年06月25日 夢千代
2008年06月26日 小川荘
2008年06月26日 ホテル百万石
百万石アソシエイト(株)
2008年07月01日 からたこ本舗
2008年07月03日 あおい
2008年07月17日 ままん
2008年08月21日 MOBILE MISSION 麺POSSIBLE
K'sカンパニー
2008年09月02日 南砂町 (フジオフード)
2008年09月03日 結心（きごころ）
2008年09月11日 さんのおん
(有)さんせん
2008年09月16日 マックスバリュ東海(株)
2008年10月01日 やす○
2008年10月07日 富嶽温泉 花の湯
(株)時の栖 御殿場

イベント

富士市本町7-2 共栄ﾋﾞﾙ1F
050-3422-3309

持ち帰り用

浜松市西区大平台4丁目24-21
Ⓕ053-482-3501 Ⓣ053-482-3500
持ち帰り用 大田区蒲田5-37-1 ﾆｯｾｲｱﾛﾏｽｸｴｱ13F
Ⓕ03-5480-6504 Ⓣ03-5480-6522
居酒屋・
沼津市寿町23-1
イベント
Ⓕ055-927-1915 Ⓣ055-927-1666
鈴鹿市神戸8丁目6-13
059-384-6788
コンビニ
富士宮市小泉205
0544-28-2061
杉並区方南2-15-6
携090-4723-3996 Ⓣ03-3315-1670
目黒区鷹番14-6
ⓉⒻ03-3760-8278
富士宮市東町11の5
0544-27-6179
イベント
富士宮市大宮町10-1
Ⓕ0544-23-7723 Ⓣ0544-26-2197
旅館内での 加賀市山代温泉11の2の1
イベント
Ⓕ0761-77-4314 Ⓣ0761-77-1111
諏訪市下諏訪町東赤砂4699-2
0266-28-1767
富士宮市淀師1117-6
0544-23-2417
飲食店
富士宮市大宮町5-17
0544-29-2688
移動販売
愛知県小牧市多気西町30番地
Ⓕ0568-44-8829 Ⓣ0568-44-8938
江戸川区西葛西7-7-14
03-6906-6808
居酒屋
富士市伝法734-2
0545-71-0508
ステーキ
富山県黒部市田家新739-1
・すき焼き
ⒻⓉ0765-57-0029
食品ｽｰﾊﾟｰ 駿東郡長泉町下長窪303-1
Ⓕ055-989-5012 Ⓣ055-999-3104
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ
釧路市4-65-2 東陽ﾋﾞﾙ2F
居酒屋
ⒻⓉ0154-38-7771
温浴施設
富士宮市ひばりが丘805
Ⓕ0544-25-8182 Ⓣ0544-25-8181

竹内 真司
石川 武
阪 祐子

田中 成樹
市川 るみ子
野間 慎治
片山 幸男
加藤 益美

内山 一美
(社長)
本間 征二
内野 照雄

katanomaha/@space.ocn.ne.jp
マルモ
17:00～23:00
叶屋
11:00～22:00
マルモ
曽我麺
11:30～23:30
曽我麺
11:00～20:00
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

2008年10月27日 ガイスー焼きそば

業 種
飲食店

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

行田市桜町2-17-17

須貝 竜也
048-554-0982

2008年11月05日 宮の洋食屋さん！
2008年11月09日 食事処 かよちゃん
2008年11月12日 江戸屋 伊東店
2008年11月14日 マックスバリュ東海(株)
富士宮宮原店
2008年11月30日 野天湯元 湯快爽快
「湯けむり横丁」・みさと・
2008年11月30日 七福
Ｋ.Ｃ
2008年11月30日 いろり
2008年11月30日 サンセイ
2008年12月10日 大富士給食(株)
2008年12月10日 モバイルテーブル マルコ
(有)テイク
2008年12月11日 彦左
2008年12月13日 もってけ！キャベツ焼！
(株)プリンス会館
2009年01月23日 酔処 晃のや
ｱｷ
2009年01月29日 けやき坂
2009年02月02日 富士宮やきそば こころ
(株)ブーマー
2009年02月18日 小椋商店
2009年02月19日 やきそば正吉30
2009年02月20日 赤井
2009年02月20日 松本商店
2009年02月23日
(株)イワイ
2009年03月05日 くい処 おとん

富士宮市若の宮町45 「ぶらっと宮っ」
Ⓕ0544-26-0303 Ⓣ0544-26-3101
飲食店
京都府木津川市加茂町里 東鳥口6
0774-76-4393
伊東市猪戸一丁目5の32
0557-37-4647
ｽｰﾊﾟｰ
富士宮市宮原1-4
Ⓕ0544-25-3982 Ⓣ0544-25-3980
温浴事業
三郷市彦川戸2丁目30番地
Ⓕ048-954-1428 Ⓣ048-954-2641
鉄板焼き
仙台市青葉区一番町4-4-18 B1F
Ⓕ022-216-9221 Ⓣ022-251-0251
富士宮市西町24-7
ⒻⓉ0544-27-0660
イベント
焼津市与惣次331
移動販売
ⒻⓉ054-624-8144
給食弁当
富士宮市外神1816-7
仕出し料理
Ⓕ0544-58-5553 Ⓣ0544-58-5551
移動販売
行田市矢場1-7-14
携090-4248-2147 ⒻⓉ048-555-0799
沼津市平町4-13
055-963-50333
テイクアウト 大田区西蒲田7-1-9 DP1ﾋﾞﾙ1階
03-3735-1799
居酒屋
日光市今市本町31-6
ⒻⓉ0288-3-3159
焼きそば
富士宮市万野原新田3052-3
お好み焼き
0544-24-3392
渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ﾋﾞﾙ11F
Ⓕ03-5778-6887 Ⓣ03-5778-8755
露店商
名古屋市中川区八熊2-5-5
八熊ﾊｲﾂ2階東
090-9125-7298
群馬県大泉町朝日2-32-12
0276-61-0215
居酒屋
南都留郡富士河口湖町船津1322-7
ⒻⓉ0555-72-5259
イベント
名古屋市中村区長筬町4-37-3
お祭
Ⓕ052-414-0262 Ⓣ052-414-0261
千葉県四街道市四街道1-20-27
ⒻⓉ043-421-4996
富士宮市小泉2379-9
ⒻⓉ0544-22-1801

木内 久仁彦
林 茂
田辺 文保
勝又 清仁
福岡 輝㤗
大土｀ 雅宏
山本 佳代
清野 三郎
齋藤 哲雄
枝 丈人
枝 和代
吉田 利栄子
林 勝宗
山本 貴久恵
俊恭
望月 常雄
佐野 裕
森 浩一
吉野 正二
望月 明
松本 和政

製麺会社 ・
/ 備

マルモ
月休 11:00～19:00
宮づくり推進会議委員長
マルモ 毎週日曜のみ営業
マルモ
9:00～17:00
叶屋
マルモ
24時間営業 年中無休
曽我麺
年中無休 10:00～翌2:00
曽我麺 090-4559-6825
日曜定休 11:00～14:00 17:00～24:00
曽我麺 土・日・祝11:00～22:00
平日11:00～14:00 17:00～22:00
曽我麺
8:00～19:30
叶屋・曽我麺 8:00～18:00
www.ofuji.co.jp tetsuo@ofuji.co.jp
曽我麺 11:00～15:00 (土日のみ)
yakisoba.g7@hotmail.co.jp
曽我麺 11:00～14:30 平日
曽我麺 11:00～22:00年中無休 12/20～
www.prince-kk.co.jp
マルモ 月～土曜 17:30～
叶屋
水休 11:00～21:00
木下製麺所
www.boomer.to
叶屋
平成21年3月28日～約20日間
曽我麺
曽我麺 不定休11～14:00 17:30～22:00
akaiyakisoba12084@eco.ocn.ne.jp
叶屋
Moeko@sb.starcat.ne.jp

岩井 博志
伊藤 敦子

営業日時
考

マルモ
水休 18:00～24:00
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

2009年03月13日 やきそば屋さん

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

甲府市青沼3-13-7

金川 智治
055-227-7390

2009年03月14日 やき処 がばちょ
※2011.12.9 ゆず に店名変更
2009年04月16日 (株)富士急ハイランド
2009年04月20日 Berryフレンズ (ベリーフレンズ)
(株)マルホウフードビジネス
2009年04月30日
2009年05月19日 マルキ
2009年05月20日 札幌グランドホテル
北海道ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾋﾞｯｸｼﾞｮｯｷ
2009年06月01日 Deluxe Café (ﾃﾞﾗｯｸｽ ｶﾌｪ)
(株)源コーポレーション
2009年06月04日 近藤食品
2009年06月04日 (有)フリースタイル
2009年06月09日 黒田商店
2009年06月26日 インター
2009年06月26日 匠
2009年06月15日 FLAPPER
2009年07月02日 酔い処 えんちゃん
2009年07月14日 ニコニコ堂
2009年07月14日 鉄板焼ちゃん 富士宮駅前店
2009年07月14日 鉄板焼ちゃん 富士厚原店
2009年09月10日 日栄物産
2009年09月15日 でらうまっ
ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲店
2009年09月15日 でらうまっ
ｲｵﾝﾓｰﾙ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店
2009年09月15日 でらうまっ
ｼﾞｬｽｺ相模原店

焼きそば
串物
遊園地

富士郡芝川町長貫1105-1

望月 政廣

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

曽我麺
11:00～21:00
曽我麺

0544-65-2440

富士吉田市新西原5-6-1
Ⓕ0555-24-6884 Ⓣ0555-24-6719
ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ 浜松市浜北区宮口2480-4
軽食・惣菜
ⒻⓉ053-582-2246
イベント
大阪府住之江区南港北1-5-102
ｲﾝﾃｯｸ大阪 携090-7096-4069
焼きそば
愛知県一宮市緑2丁目1番1号
専門店
Ⓕ0586-52-2714 Ⓣ0586-52-2713
ホテル内
札幌市中央区北1条西4丁目
Ⓕ011-261-3561 Ⓣ011-261-3311
屋台村
横浜市都筑区荏田東2-3-8
ⒻⓉ045-944-0158
弁当
愛知県豊田市西岡町前田39
イベント
Ⓕ0565-52-6465 Ⓣ0565-52-6464
イベント
愛知県豊田市西岡町前田39
Ⓕ0565-52-6465 Ⓣ0565-52-7026
香川県沖多度郡まんのう町西高篠288
ⒻⓉ0877-75-5494
富士宮市上井出1400
携090-6922-8115 Ⓣ0544-54-2772
焼きそば
静岡市葵区牧ｹ谷2322
お好み焼き
ⒻⓉ054-278-1771
ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ 神奈川県横浜市都筑区荏田東4-39-18
090-8300-5321
居酒屋
富士宮市外神1046-1
Ⓕ(家)0544-24-9595 Ⓣ090-2687-0451
屋台風
富士宮市中央町2-4
0544-27-0040
鉄板焼き
富士宮市中央町9-3
0544-22-3835
鉄板焼き
富士市厚原119
0545-72-0345
千葉市若葉区みつわ台5の5の1
CITY-56-101
携090-6560-3674
南埼玉郡菖蒲町大字菖蒲字伊勢浦
3555番地 ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲3F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ3140
千葉県印西市中央北3-2
ｲｵﾝﾓｰﾙ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ3F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
神奈川県相模原市古淵2-10-1
ｼﾞｬｽｺ相模原1F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内

林 佑哉
木越 利樹也
平野 順三
桜井 秀彰
小森 源彦
近藤 幸彦
近藤 ひろこ
黒田 忠夫
安田 光子
小林 登志子
清 裕美子
遠藤 孝

木戸 孝

曽我麺
shiire@fujikyu.co.jp
マルモ 曽我麺
火休 11:00～20:00
曽我麺 4/30～5/10の11日間限定出店
kigoshi_rikiya@fujio-food.com
曽我麺 10:00～18:00
h.junzou@basil.ocn.ne.jp
曽我麺 静岡空港就航静岡フェア開催
www.grand1934.com/
月～土 17:00～25:00
曽我麺
弁当屋(8:00～14:00)
曽我麺
携090-5100-0434
曽我麺
携090-9555-5107
曽我麺
11:00～20:00
マルモ
10:00～22:00
叶屋
flapper-bus@nifty.com
曽我麺
18:00～23:00 日曜＝11:00～14:00
マルモ
11～15:00 17～24:00 (金土=26:00)
マルモ 平日11～14:30 17～23:00
金土11～25:00 日11～22:00 水休
マルモ
月休 11:00～22:00
曽我麺
Ⓕ043-207-6676
(有) ダブル・イーグル
(有) ダブル・イーグル
(有) ダブル・イーグル

13 / 28 ページ

商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

2009年09月15日 でらうまっ
ｲｵﾝﾓｰﾙ川口ｷｬﾗ店
2009年10月01日 (株)ジー・エー＆ビー
2009年10月05日 けんちゃん食堂
2009年10月07日 ほうちんろう
2009年10月17日 お好み焼 もんじゃ焼 鉄板焼
いぶし銀
2009年10月22日 喜楽屋
2009年10月26日 富士宮やきそば もりこ
2009年10月29日 伊藤商店
2009年10月30日 ベルクック富士宮
2009年11月26日 おとうちゃん 袋井駅前店
(有)縁コーポレーション
2009年11月26日 富士宮やきそば 竹ちゃん
東大島駅前店
2009年11月29日 MOBILE MISSION 東京支部
(有)F.M.S.
2009年11月29日 K'sｶﾝﾊﾟﾆｰ 「ﾓﾊﾞｲﾙﾐｯｼｮﾝ瀬戸」
2009年11月29日 モバイルミッション高知支部
2009年11月29日 十々 (じゅうじゅう)
2009年11月30日 吉田商店
2009年11月30日 ｲｰﾎﾞﾙﾄﾞｯｸﾞｶﾌｪ
(株)ｼﾙﾌ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
2009年11月30日 ｲｰﾎﾞﾙﾄﾞｯｸﾞｶﾌｪｱﾝﾄﾞBBQﾖｺﾊﾏ
(株)Rism
2009年11月30日 ぐっさんの鉄板
2009年12月04日 いでぼく「大地」
2009年12月05日 K'sカンパニー
2009年12月05日 Car Bell (株)

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

埼玉県川口市前川1-1-11
ｲｵﾝﾓｰﾙ川口ｷｬﾗ1F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
仙台市若林区五橋3-1-3-1810
Ⓕ022-399-6961 Ⓣ022-399-6960
食堂
富士宮市小泉835
ⒻⓉ0544-27-1928
中華料理
富士宮市淀師1121-7
Ⓕ0544-22-0990 Ⓣ0544-23-2879
東京都目黒区祐天寺2-8-13-B101
ⒻⓉ03-3710-0217
富士宮市外神東町232-1
Ⓕ0544-58-8537 Ⓣ0544-58-8535
飲食業
榛原郡川根本町徳山816-2
ⒻⓉ0547-57-2409
イベント
愛知県江南市尾崎町河原58
Ⓕ0587-74-5299 Ⓣ080-3077-7449
移動販売
富士宮市西町21-9
ⒻⓉ0544-23-6936
居酒屋
袋井市高尾町12-5
0538-44-1110
飲食業
東京都江戸川区小松川1-5-2 ﾄﾆ･ﾜﾝ
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
ⒻⓉ03-5858-8582
移動販売
練馬区田柄4-39-11 ﾙｰﾁｪ光が丘6F
ⒻⓉ03-5967-7770 携090-8823-4649
移動販売
愛知県瀬戸市共栄通7-1
西部のれん街5
ⒻⓉ0561-21-0052
移動販売
高知県高知市北秦泉寺67-1
岡村ｱﾊﾟｰﾄ東棟中 ⒻⓉ088-823-2029
鉄板焼き
広島県尾道市向島町5557-35
Ⓕ0848-44-3909 Ⓣ090-4891-0444
ﾔｷｿﾊﾞ販売 神奈川県厚木市妻田西三－三－二
ⒻⓉ046-205-5334
移動販売
東京都千代田区平河町2-5-5
Ⓕ03-5214-0009 Ⓣ03-5214-0008
飲食店
横浜市神奈川区金港町1-10横浜ﾍﾞｲｸｫｰﾀｰ
2F
Ⓕ045-450-6326 Ⓣ045-450-6325
焼きそば
愛知県名古屋市南区三条2丁目5-15
・鉄板焼き
Ⓕ052-691-0556 Ⓣ052-691-0557
ﾚｽﾄﾗﾝ
富士宮市北山4404-2
乳製品販売
Ⓕ0544-58-2875 Ⓣ0544-58-6186
固定店舗
愛知県名古屋市中区丸の内3-14-34
Ⓕ052-443-5589 Ⓣ052-433-8989
栃木県宇都宮市若草5-14-15
Ⓕ028-616-2177 Ⓣ028-623-0141

担当者

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

(有) ダブル・イーグル
森 彰三
中村 一二三
山口 大介
井出 勝士
道田 洋一
佐藤 もり子
脇田 将仁
増田 秀訓
安藤 壽彦

曽我麺
11:00～19:00
マルモ
日休 11:00～14:00 17:00～21:00
マルモ
水休 11:00～15:00 17:00～21:00
曽我麺
11:30～14:00 17:30～24:30
マルモ
10:00～21:00
マルモ
11:00～21:00
曽我麺
2013.9.19に誓約書再提出
マルモ

田中 裕樹

叶屋 (在庫終了後 曽我麺)
月休 17:00～24:00
曽我麺
(株)Takes ⒻⓉ047-447-0701
曽我麺
f.m.s@nifty.com
曽我麺 携090-8327-5867
t.tsukamoto@mobile-fujinomiya.com
曽我麺
携090-7577-9734
曽我麺

吉田 健彦

曽我麺

伊藤 雅人

ﾏﾙﾓ・叶屋・曽我麺・木下製麺所
12/5～25 16:00～21:00 www.evoldog.jp
ﾏﾙﾓ・叶屋・曽我麺・木下製麺所
11:00～22:00 www.evoldog-cafe-bbq.jp
曽我麺
年中無休 11:00～翌朝5:00
叶屋
月休 ideboku127@ka.tnc.ne.jp
曽我麺
11:00～22:00
曽我麺・木下製麺所
12月8日～

竹澤 浩
福田 守
塚本 忠
曽我 栄性

伊藤 雅人
山下 佑樹
井出 行俊
山田 弘二
小川 正弘
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

2009年12月10日 山岡家

飲食店

2009年12月10日 相模湖ﾘｿﾞｰﾄ (株) ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾌｫﾚｽﾄ

飲食店

2009年12月10日 食事処けちんぼ

飲食店

2009年12月10日 日の丸サンズ(株)
2009年12月14日 花門亭 ｲｰｱｽつくば店
東鳳物産(株)
2009年12月15日 花門亭 ｲｵﾝﾓｰﾙ大和店
東鳳物産(株)
2009年12月15日 花門亭 ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎店
東鳳物産(株)
2009年12月15日 花門亭 姫路駅前店
東鳳物産(株)
2009年12月15日 花門亭 池袋店
東鳳物産(株)
2009年12月17日 (株)肉のすずき

東名高速
富士川SA
お好み焼き
焼きそば
お好み焼き
焼きそば
お好み焼き
焼きそば
お好み焼き
焼きそば
お好み焼き
焼きそば
肉屋

2010年01月06日 鯛吉家

飲食店

2010年01月09日 富士宮グリーンﾎﾃﾙ

ホテル内
飲食店
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
焼きそば店
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 尼崎市潮江1-3-1 (ｺｺｴ1F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内)
焼きそば店
ⒻⓉ06-6470-3577
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 神奈川県秦野市入舟町12-1ｼﾞｬｽｺ秦野店
1Fﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
0463-85-2117
富士宮市東町18-7
0544-23-6699
居酒屋
富士市瓜島町55番地
0545-53-6001
居酒屋
岐阜県関市西本郷通り7丁目11-5
0575-22-3703
お好み焼き 横浜市西区南幸2-14-5 権田ﾋﾞﾙB1F
鉄板居酒屋
Ⓕ045-290-6883 Ⓣ045-290-6882
お好み焼き 愛知県稲沢市中島都市計画事業尾張西部
そば焼
都市拠点ﾘｰﾌｳｫｰｸ稲沢 ⒻⓉ0587-33-3282
お好み焼き 加古川市尾上町安田351-1 加古川ﾒｶﾞｺｰﾄ内
鉄板居酒屋
Ⓕ0794-22-2366 Ⓣ0794-22-2000
お好み焼き 兵庫県三田市三輪4-1-5 ｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ三輪2F
鉄板居酒屋
Ⓕ079-563-8716 Ⓣ079-563-8715

2010年01月15日 ぼてぢゅう屋台
千住ミルディス店
2010年01月15日 ぼてぢゅう屋台
ココエあまがさき店
2010年01月29日 クックハウス
2010年02月01日 さがみ
とら五
(有)京昌園
2010年02月03日 吞み喰い処 にしき
2010年02月09日 花門亭 横浜西口店
東鳳物産(株)
2010年02月09日 花門亭 リーフウォーク稲沢店
東鳳物産(株)
2010年02月09日 花門亭 加古川店
東鳳物産(株)
2010年02月09日 花門亭 三田店
東鳳物産(株)

東京都千代田区外神田2-17-5 田中ﾋﾞﾙ
1F Ⓕ03-3253-8105 Ⓣ03-3253-8100
神奈川県相模原市相模湖町若柳1634
Ⓕ042-685-1177 Ⓣ042-685-1111
福島県郡山市大町1-12-10
ｵｵﾏ ﾁｷｸﾁﾋﾞﾙ1階
Ⓣ024-938-0507
下り線 421-3305 富士市岩渕舟山
上り線 421-3304 富士市木島780
茨城県つくば市研究学園C50街区
ｲｰｱｽつくば3F
029-868-7373
神奈川県大和市下鶴間1-2-1
ｲｵﾝﾓｰﾙ大和 3F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5
ｲｵﾝﾓｰﾙ岡崎 3F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
兵庫県姫路市駅前町263番地
Ⓕ079-226-5068 Ⓣ079-226-5067
東京都豊島区東池袋1-2-5東輝ﾋﾞﾙ2F
Ⓕ03-5960-2253 Ⓣ03-5952-4831
富士宮市浅間町４番４号
Ⓕ0544-27-3769 Ⓣ0544-27-0461
富士宮市元城町5-12
0544-22-1552
富士宮市東町23番地の18
Ⓕ0544-23-8400 Ⓣ0544-23-1919
足立区千住3-92 (千住ﾐﾙﾃﾞｨｽＩ番館1F)

担当者
岡田 修一
守屋 実
小笠原
いづみ
高橋 勝男
岡田 悟
岡田 悟
岡田 悟
岡田 悟
岡田 悟
鈴木 安彦
望月 勝利
高橋 孝行
栗田 英人
栗田 英人
田中 洋一
岡田 美津子
金 元泰
西部 正人
岡田 悟
岡田 悟
岡田 悟
岡田 悟

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

ﾏﾙﾓ・叶屋・曽我麺・木下製麺所
土・日・祝休 11:00～22:00
曽我麺 木曜休園
(春・夏・冬の長期休暇は変更有)
木下製麺所 携090-5239-3784
11:30～23:30
叶屋 8:00～20:00
下り 0545-81-0750 上り 0545-56-2200
叶屋 km-tsukuba@toho-p.co.jp
11:00～21:00 Ⓕ029-868-7374
叶屋 km-yamato@toho-p.co.jp
ⒻⓉ046-200-3676
叶屋 km-okazaki@toho-p.co.jp
11:00～21:00 Ⓣ0564-72-8323 Ⓕ7374
叶屋 kamonti@ra2.so-net.ne.jp
17:00～24:00 土日11:30～24:00
叶屋 km-ikebukuro@toho-p.co.jp
17:00～24:00
叶屋 木下製麺所
マルモ 10:00～19:00
伊藤 由紀恵
マルモ
fujinomiya@fujigreenhotel.co.jp
11:00～21:00 (株)東京フード
www.botejyu.co.jp
10:00～21:00 (株)大阪フード
www.botejyu.co.jp
曽我麺
無休 10:00～21:00
マルモ
日休 11:00～14:00 16:00～20:00
マルモ
11:00～27:00
曽我麺
17:00～24:00
叶屋
17:00～24:00
叶屋 10:00～21:00
inazawa@toho-p.co.jp
叶屋
11:30～23:00
叶屋
17:00～24:00
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

2010年02月09日 花門亭 新居浜店
東鳳物産(株)
2010年02月10日 喫茶 さくらや
2010年02月11日 なべ家
2010年02月11日 富士宮やきそば 味よし
2010年02月15日 A.P.C東日本株式会社
2010年02月22日 e-お馬どっとこむ
(カナリーノテン有限会社)
2010年03月04日 花門亭 博多大名店
東鳳物産(株)
2010年03月04日 花門亭 中洲店 '10.6.30 登録解除
東鳳物産(株)
2010年03月09日 ぼてぢゅう屋台
アクアシティ店
2010年03月09日 ぼてぢゅう屋台
ニッケコルトンプラザ店
2010年03月09日 ぼてぢゅう屋台
越谷レイクタウン店
2010年03月10日 ぼてぢゅう屋台
関空町家小路店
2010年03月10日 ぼてぢゅう屋台
伊丹テラス店
2010年03月10日 ぼてぢゅう屋台
アリオ鳳
2010年03月11日 そば処 さかい
2010年03月15日 麺PIESE
2010年03月16日 えびす
2010年03月16日 ぼてぢゅう屋台
ペルチ土浦店
2010年03月21日 食事処おふくろ
2010年03月22日 あっちっち
2010年04月01日 café オビー
2010年04月02日 花門亭 本店
東鳳物産(株)

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

お好み焼き 愛媛県新居浜市西喜光地町8-21
岡田 悟
鉄板居酒屋
Ⓕ0897-66-1552 Ⓣ0897-47-3556
喫茶
静岡県焼津市本町2-12-8
居崎 美枝子
ﾗﾝﾁ・軽食
ⒻⓉ054-629-8681
ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ 山梨県南アルプス市山寺236
渡邉 高志
ⒻⓉ055-282-2792
焼きそば屋 愛知県名古屋市中区大須3-28-13
鈴木 均
大須商店街
Ⓕ052-453-6123 携080-3615-5700
飲食業
長野県上田市古里1532番地2
藤岡 利之
ⒻⓉ0268-23-0710
ｲﾍﾞﾝﾄでの 北海道新冠郡新冠町字東町22-20
芝川 裕子
移動販売
ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ103 ⒻⓉ0146-47-3634
鉄板焼き
福岡県福岡市中央区大名2-1-30
岡田 悟
お好み焼き
A･Iﾋﾞﾙ102号
ⒻⓉ092-404-4434
鉄板焼き
福岡県福岡市博多区中洲4丁目1-33
岡田 悟
お好み焼き
第2ﾀﾜｰﾋﾞﾙ1F
ⒻⓉ092-262-3066
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 東京都港区台場1-7-1 ｱｸｱｼﾃｨお台場 1F
栗田 英人
焼きそば店
ｱｸｱﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
ⒻⓉ03-3570-2108
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 千葉県市川市鬼高1-1-1 ﾆｯｹｺﾙﾄﾝﾌﾟﾗｻﾞ
栗田 英人
焼きそば店
3Fﾌｰﾄﾞﾃﾗｽ内
ⒻⓉ047-320-3822
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 埼玉県越谷市東町4-21-1 ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ
栗田 英人
焼きそば店
KAZE A162
ⒻⓉ048-934-3162
空港内
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1
栗田 英人
焼きそば店 関西国際空港内旅客ﾀｰﾐﾅﾙ2Fﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 ｲｵﾝﾓｰﾙ
栗田 英人
焼きそば店
伊丹ﾃﾗｽ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 ⒻⓉ072-775-5534
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 大阪府堺市西区鳳南町3丁目 ｲﾄｰﾖｰｶ堂
栗田 英人
焼きそば店
ｱﾘｵ鳳 1Fﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 ⒻⓉ072-272-7776
そば屋
富士宮市上井出303-1
酒井 朝雄
0544-54-0336
ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ 石川県金沢市みどり2丁目1-1
岡田 広
市住H2棟10-8
Ⓣ076-269-4372
店舗・
大分市都町2丁目3-6
小田 和文
イベント
携090-2855-7178 ⒻⓉ0977-80-1066
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 茨城県土浦市有明町1-30-205 ﾍﾟﾙﾁ土浦
栗田 英人
焼きそば店
2F ﾍﾟﾙﾁｶﾞｰﾃﾞﾝ内 ⒻⓉ029-824-3950
お好み焼き 富士市平垣213-14
久保田
定食・一品
0545-64-9809
かほる
三重県亀山市東御幸町222
田中 裕次
ⒻⓉ0595-82-2888
軽食・喫茶 静岡市清水区蒲原1-9-19
青野 幸子
ⒻⓉ054-388-3032
お好み焼き 神戸市中央区中山手通1-13-7
岡田 悟
鉄板焼き
山下ﾋﾞﾙ1Ｆ
078-331-7055

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

叶屋
マルモ
8:00～17:00
曽我麺
H22.2.22～
木下製麺所
11:00～21:00
曽我麺
nagano@classifica.jp
マルモ http://e-ouma.com
shibakawa@kanarinoten.com
叶屋
17:00～翌朝5:00
叶屋
17:00～翌朝5:00
曽我麺 11:00～21:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 平日10～20時 休日10～21時
www.botejyu.co.jp
曽我麺 10:00～22:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 7:00～22:00
ⒻⓉ072-456-6671
曽我麺
10:00～22:00
曽我麺
10:00～22:00
曽我麺
11:00～18:00
曽我麺 H22.3.26～
携090-6815-6356
曽我麺
日休 11:00～14:00 17:00～
曽我麺 10:00～22:00
www.botejyu.co.jp
不定休
2007.2.1～
曽我麺
マルモ
叶屋
17:00～翌朝5:00
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

2010年04月02日 花門亭 東門街店
東鳳物産(株)
2010年04月02日 花門亭 東門街別館店
東鳳物産(株)
2010年04月07日 ぼてぢゅう屋台
モザイクモール港北店
2010年04月09日 ハニー企画
2010年05月10日 青木水産
2010年05月19日 まごころ
2010年05月25日 でらうまっ アリオ北砂店
(有) ダブル・イーグル
2010年05月26日 居酒屋ちゃっきりや
2010年05月28日 ぼてぢゅう
渋谷宮益店
2010年05月30日 諸国味めぐり RYO (りょう)
2010年06月04日 ホテル日航福岡
2010年06月04日 SPORTSCAFE Number.10
2010年06月07日 アクアジャパン (株)
2010年06月08日 花門亭 西神中央店
東鳳物産(株)
2010年06月08日 花門亭 六甲道店
東鳳物産(株)
2010年06月08日 花門亭 名谷店 '10.6.30 登録解除
東鳳物産(株)
2010年06月08日 花門亭 綾川店
東鳳物産(株)
2010年06月10日 ハッピーフレーバー
2010年06月11日 駿州大宮逸品会
白糸の滝アンテナショップ
2010年06月14日 ビッグバン (株)
2010年06月24日 伊豆の国パノラマパーク
大日 (株)
2010年06月24日 友情酒場 元さん

業 種
お好み焼き
鉄板焼き
お好み焼き
鉄板焼き
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
焼きそば店
催事・
イベント
海産土産

住

所
/ 電 話 番 号

神戸市中央区中山手通1-4-12
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 1Ｆ
078-322-0870
神戸市中央区中山手通1-4-10
ＮＥＲＯ ＰＬＡＺＡ 1Ｆ 078-391-5866
横浜市都筑区中川中央1-31-1 Ｂ1
ﾃﾞｲﾘｰﾏｰｹｯﾄ内
兵庫県尼崎市東灘波町3-25-31
携090-4293-1050 ⒻⓉ06-6489-9955
沼津市岡宮1442-8
ⒻⓉ055-923-4800
やきそば
富士宮市上井出2353-7
定食・ｺｰﾋｰ
ⒻⓉ0544-54-1889
鉄板焼き
東京都江東区北砂2-17-1
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内108
03-6458-7235
居酒屋
静岡市葵区御幸町7-11
携080-3807-8884 ⒻⓉ054-251-1773
焼きそば・ 東京都渋谷区渋谷1丁目12番9号-102
お好み焼き
ⒻⓉ03-3407-8636
大阪市北区天神橋5-5-12-2F
ⒻⓉ06-6314-6205
宴会ﾊﾟｰﾃｨｰ 福岡市博多区博多駅前2-18-25
での実演
Ⓕ092-482-1127 Ⓣ092-482-1111
ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ 愛知県半田市宮路町151-3
飲食業
ⒻⓉ0569-89-7017
居酒屋・
長野県岡谷市郷田2-7-13 ｱｸｱﾋﾞﾙ2F
イベント
Ⓕ0266-24-2280 Ⓣ0266-24-2228
お好み焼き 神戸市西区糀台5-6-1
鉄板焼き
ﾌﾟﾚﾝﾃｨ2番館1階
ⒻⓉ078-990-5553
お好み焼き 神戸市灘区深田町4-1-1
鉄板焼き
ｳｪﾙﾌﾞ六甲道2番館1Ｆ ⒻⓉ078-811-2289
お好み焼き 神戸市須磨区中落合2丁目
鉄板焼き
神戸市営地下鉄 「名谷駅構内1F」
お好み焼き 香川県綾歌郡綾川町萱原822-11
鉄板焼き
ｲｵﾝ綾川ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1Fﾚｽﾄﾗﾝｺｰﾄ内
移動販売
愛知県豊川市牛久保町岸組81-3
ⒻⓉ0533-65-8777
富士宮市大宮町8-3
Ⓕ0544-22-2377 Ⓣ0544-26-4118
埼玉県内の 東京都新宿区戸山2-33-105
Ⓕ03-5155-0567 Ⓣ03-5155-0568
ﾊﾟﾁﾝｺ店屋台
ｻｰﾋﾞｽ業
静岡県伊豆の国市260-1
055-948-1525
居酒屋
名古屋市南区五条町1-33
移動販売
052-694-0070

担当者
岡田 悟
岡田 悟
栗田 英人
板脇 浩史
青木 正美
花倉 緑
仙海 周平
柏田 岳人
栗田 英人
河西 恭典
浦谷 望
川口 隆也
杉澤 典彦
岡田 悟
岡田 悟
岡田 悟
岡田 悟
野崎 薫
後藤 泰輔
中村 和正
後藤 震太郎
荒川 元隆

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

叶屋
17:00～翌朝5:00
叶屋
17:00～翌朝5:00
曽我麺 10:00～21:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺
10:00～
木下製麺所
9:00～17:00
木下製麺所
木曜・第三日曜以外の11:00～
マルモ 叶屋
10:00～22:00 年中無休
叶屋 6/8ｵｰﾌﾟﾝ
15:00～25:00 年中無休
曽我麺 11:30～23:00
www.botejyu.co.jp
木下製麺所
16:00～23:00 月休
曽我麺
2010.6.9
曽我麺 11:00～翌朝3:00
sportscafe.number.10@siren.ocn.ne.jp
曽我麺
sugizawa@aquagroup.co.jp
叶屋
11:00～22:00
叶屋
11:00～22:00
叶屋 ⒻⓉ078-795-0841
11:00～23:00
叶屋 11:00～22:00
Ⓕ087-870-8990 Ⓣ087-870-8989
曽我麺
happyflavor2010@cube.ocn.ne.jp
叶屋
不定休 10:00～16:00
プロシューマーより直接仕入
info@bigbang-la www.bigbang.la
曽我麺
info@panoramapark.co.jp
曽我麺 水休
inbestaz@yahoo.co.jp
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

2010年07月02日 花門亭 ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本店
東鳳物産(株)
2010年08月24日 学校法人 英数学館
専門学校
麺とパスタ専門学校
2010年09月02日 花門亭 ｲｵﾝﾓｰﾙ直方店
お好み焼き
東鳳物産(株)
鉄板焼き
2010年09月02日 花門亭 ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎店
お好み焼き
東鳳物産(株)
鉄板焼き
2010年09月30日 モバイルミッション鈴鹿支部
移動販売
Ｋ'sカンパニー
2010年10月09日 ふじのみや本舗 石川店 フーズパークﾋﾞｭｯﾌｪｽﾀｲﾙ
Ｋ'sカンパニー 登録解除？
ﾚｽﾄﾗﾝ
2010年10月17日 北酒場 哲
居酒屋
2010年10月18日 ロッヂ稲子川
2010年10月22日 (有)七福商事
2010年11月09日 美＆B （ビ アンド ビ）
2010年11月29日 ブキットジャンブル(紅蘭)
2010年11月29日 たこやき 福じ
2010年11月29日 散歩道（ホテル伊豆急）
2010年11月29日 東邦ガス(株)
リビング営業部
2010年11月29日 (株)ニックス
2010年11月29日 飲笑語楽
2010年12月01日 ままかり
2010年12月02日 レストワン
2010年12月02日 カフェド・じゃむ
(有)光陽
2010年12月02日 目黒元気酒場 すだ屋
静岡食堂 すだ屋
2010年12月07日 う～宮 順ちゃん
2010年12月08日 お笑い処 三八

住

所
/ 電 話 番 号

熊本県上益城群嘉島町大字上島字長池
2232
096-235-4555
松山市衣山1丁目197-1
Ⓕ089-923-5260 Ⓣ089-925-1555
福岡県直方市湯野原町2-1-1
ｲｵﾝﾓｰﾙ直方1Fﾚｽﾄﾗﾝｺｰﾄ内
宮崎県宮崎市新別府町江口862-1
ｲｵﾝﾓｰﾙ宮崎1Fﾚｽﾄﾗﾝｺｰﾄ内
三重県鈴鹿市神戸6-2-7
ⒻⓉ059-383-5597 携090-8542-4492
石川県金沢市桜田町2-42
Ⓕ076-223-1148 Ⓣ076-255-1102
富士宮市貴船町1の6
0544-22-5302
店内販売
富士宮市上稲子3972-2
Ⓕ0544-67-0157 Ⓣ0544-67-0048
イベント販売 山梨県富士吉田市ときわ台2-6-6
ⒻⓉ0555-23-1221
東京都北区豊島8-8-26
ⒻⓉ03-3912-8880
アジアン
愛知県知多市南粕谷東坂1-183
中華料理
Ⓕ0569-43-4224 Ⓣ0569-43-2330
たこ焼き・
石川県小松市丸内町中島19-3
焼そば
090-1315-7456
露天販売・ 静岡県下田市白浜2732-7 ﾎﾃﾙ伊豆急
ﾎﾃﾙ内ｲﾍﾞﾝﾄ
営業部 Ⓕ0558-23-1153 Ⓣ0558-22-8111
イベント
愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号
Ⓕ052-882-8481 Ⓣ052-872-9632
イベント
埼玉県狭山市入間川4-25-3
Ⓕ0429-54-1244 Ⓣ0429-54-1234
居酒屋
仙台市青葉区国分町2-5-15 東ﾋﾞﾙB1F
自宅ⒻⓉ022-379-4015 店022-398-3821
飲食店
横浜市金沢区瀬戸10-1 ﾄﾞﾙﾐ金沢八景1F
Ⓕ045-892-4761 Ⓣ045-786-0325
ケータリング 静岡県静岡市葵区牧ケ谷2127
Ⓕ054-278-5938 Ⓣ054-278-3356
喫茶店
名古屋市東区矢田1丁目3-18 大山ﾋﾞﾙ1F
ⒻⓉ052-916-9489 Ⓣ052-711-0155
居酒屋
品川区上大崎2-27 ｻﾝﾌｪﾘｽﾀ目黒B1F
ⒻⓉ03-6303-9465
駿東郡清水町長沢50-2 ｼﾞｭﾈｽ湧水Ⅰ403号
055-981-9824
お好み焼・ 富士宮市宮原588-2 MASUﾋﾞﾙⅡ
焼そば
0544-58-3333

担当者

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

岡田 悟

叶谷
11:00～22:00
info@men-pasta.ac.jp

岡田 悟

佐野 功二
小出 義之
徳山 貴野

叶屋 11:00～22:00
Ⓕ0949-29-6040 Ⓣ0949-29-8768
叶屋 11:00～22:00
Ⓕ098-529-3711 Ⓣ098-560-8092
曽我麺
t.matumura@mobile-fujinomiya.com
曽我麺 11:00～15:00 18:00～22:00
foodspark.cc.gmail.com.
17:30～23:30
平成5年3月3日開業
曽我麺
関東地区での実演販売
曽我麺

伊藤 長王

曽我麺

富田 好直

曽我麺
8:00～23:00
マルモ 11:30～20:00
hiroyuki104daiki@yahoo.co.jp
曽我麺
tetsu129@i-younet.ne.jp
曽我麺 リビング営業第3グループ
ohara@tohogas.co.jp
叶屋 不定休 www.nicks-net.co.jp
party@nicks-net.co.jp
曽我麺 無休 17～27時 金土17～29時
携070-5058-1840 http://inshogoraku.com/
マルモ
平成14年より営業
曽我麺 木下製麺所
9:30～17:00 静岡県下～北関東
曽我麺
7:00～22:00 年中無休
曽我麺 11:30～14:00 16:00～24:00
sudaya_meguro@yahoo.co.jp
曽我麺 10:00～18:00
富士宮やきそば順ちゃん より店名変更
叶屋
11:00～14:00 17:00～ﾗｽﾄ

岡田 悟
松村 太子
北山 善章
後藤 哲

清水 浩行
鈴木 哲也
大原 由子
荒井 英司
佐藤 栄子
小泉 秋博
望月 勝
屋我 香代美
大場 和世
野中 順子
朝日 千帆
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

2010年12月08日 ゴトウチぐるめ元気食堂
(株)ニッコクトラスト
2010年12月14日 ひまわり商事(株)
2010年12月17日 スタジオ１０１
2011年01月11日 金太郎
2011年01月17日 壱門 オクトパスファイヤーズ
2011年01月27日 Bar G-Collection
2011年02月11日 ぼてぢゅう屋台
なるぱーく店
2011年02月12日 ぼてぢゅう屋台
ハーヴェストウォーク店
2011年02月16日 ひげ丸
2011年02月18日 富士宮やきそば うるおいてい
ららぽーと磐田店
2011年02月18日 富士宮やきそば うるおいてい
ラゾーナ川崎店
2011年02月18日 富士宮やきそば うるいてい
アクアシティお台場店
2011年02月25日 ナカショウ
2011年03月24日 (株)スカイフード
2011年04月05日 Ｂ級グルメ館
2011年04月06日 多幸正（たこまさ）
2011年04月11日 菜々花（ななか）
2011年05月05日 ぼてぢゅう
八重洲地下街店
2011年05月24日 やすらぎのあん庵
森永フードサービス(株)
2011年05月29日 ハートランド朝霧牧場
2011年06月13日 匠亭
2011年07月14日 特定非営利活動法人 eワーク愛媛

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

博多阪急内 東京都千代田区大手町1-6-1
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
Ⓕ03-3211-4455 Ⓣ03-3211-4481
焼そば・
愛知県清須市春日立作49
お好み焼
Ⓕ052-409-4596 Ⓣ052-409-4585
飲食
富士市松本363-7
ⒻⓉ0545-61-2498
神奈川県南足柄市弘西寺174
ⒻⓉ0465-43-8780
移動販売・ 愛知県稲沢市福島町比舎田86番
イベント
ⒻⓉ0587-36-6727
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ 新宿区歌舞伎町1-16-10 第27東京ﾋﾞﾙB1
Ⓕ03-6457-3692 Ⓣ03-6457-3668
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 名古屋市緑区浦里3丁目232 なるぱーく店
焼そば店
1F ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 栃木県小山市喜沢1475 おやまゆうえん
焼そば店
ﾊｰｳﾞｪｽﾄｳｫｰｸ1Fぱくぱーく内
移動販売
大分県大分市曙台3-1-10
イベント
090-593-4936 (090-4584-5500)
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
静岡県磐田市高見丘1200番地
ｾﾝﾀｰ内
0538-38-5199
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1
ｾﾝﾀｰ内
044-874-8094
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
東京都港区台場1丁目7番1号
ｾﾝﾀｰ内
03-3599-4700
イベント
福岡県福岡市東区青葉1丁目10-2
・スーパー
ⒻⓉ092-691-1524
食堂売店
愛知県あま市二ツ寺六町34番地の2
(臨時)
Ⓕ052-526-1136 Ⓣ052-442-4875
焼きそば店 群馬県桐生市東4丁目5-27
Ⓕ0277-44-2672 Ⓣ0277-44-2668
焼き鳥
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地
2655-1
ⒻⓉ0996-53-3775
静岡県富士市吉原2-9-22
0545-52-1109
焼そば・
東京都中央区八重洲2-1
お好み焼
八重洲地下1番通り ⒻⓉ03-3275-9933
足柄(上り線) 静岡県御殿場市深沢字前野原1780-19
ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ
Ⓕ0550-83-9825 Ⓣ0550-84-6053
牧場内
富士宮市根原228
飲食店
携090-8150-1903
鉄板焼
愛知県名古屋市中区錦3丁目4-25
052-951-0141
イベント
愛媛県新居浜市大生院2151-10
Ⓕ0897-40-6648 Ⓣ0897-47-4307

担当者
池ヶ谷 精一
野田 浩美
吉田 修二
杉浦 康晴
住田 明寛
大野 智行
栗田 英人
栗田 英人
仲野 裕一郎
遠藤 和也
遠藤 和也
遠藤 和也
中西 泰治
内田 勝司
西村 和明
笠原 昭人
瀧 悦子
栗田 英人
川島 克己
藁科 将也
野村 利治
小山 チカ
難波江 任

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

曽我麺 年中無休 10:00～20:00
www.nikkokutrust.com
曽我麺
10:00～21:00
叶屋
11:00～21:00
叶屋 神奈川県内2/10頃イベント
taro@tb2.t-com.ne.jp
木下製麺所
sumida@ichimon33.com
曽我麺 月休 17～24時
togenius25@yahoo.co.jp
曽我麺 10:00～20:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～20:00 www.botejyu.co.jp
ⒻⓉ0285-21-0003 2/18ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ
曽我麺
sps64p69@royal.ocn.ne.jp
叶屋 エンカズ商事(株)
Ⓣ0544-26-5166 Ⓕ0544-26-5167
叶屋 エンカズ商事(株)
Ⓣ0544-26-5166 Ⓕ0544-26-5167
叶屋 エンカズ商事(株) H23.3.11～H24.3.31
Ⓣ0544-26-5166 Ⓕ0544-26-5167
曽我麺 10:00～20:00
福岡県一園
曽我麺 中部圏
土・日・祝祭日営業
マルモ 曽我麺 月休 H23.4.23より
goronyago-tomochan@i.softbank.jp
曽我麺 月・火定休
携090-3076-9579
マルモ
17:00～22:00
曽我麺
11:00～22:00
叶屋
8:00～20:00
叶屋・曽我麺
木下製麺所 月～金18:00～翌朝8:00
takumitei0141@gmail.com
曽我麺 http://eworkehime.kojyuro.com/
H23.7.17～不定期営業 t-nabae@eiai-works.jp
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

2011年08月01日 串かつ 一力
佑栄興産(株)
2011年08月24日 わかめ
2011年09月01日 B's Terra (ビーズ テラ)
2011年09月09日 とんとことん
2011年10月05日 ぼてぢゅう屋台
アリオ倉敷店
2011年10月14日 焼肉一力
2011年10月26日 ぼてぢゅう
アリオ倉敷店
2011年10月27日 ベリーの森
2011年11月28日 焼ソバ窓
2011年12月01日 （未定）
2011年12月09日 ゆず
2011年12月28日 清髙屋台
2012年01月06日 ぼてぢゅう
新宿サブナード店
2012年01月06日 ぼてぢゅう
渋谷東急店
2012年01月06日 ぼてぢゅう
台場店
2012年01月06日 ぼてぢゅう
アトレ大井町店
2012年01月06日 ぼてぢゅう
蒲田店
2012年01月06日 ぼてぢゅう
燦KINSHICHO店
2012年01月06日 ぼてぢゅう
燦MACHIDA店
2012年01月06日 ぼてぢゅう
調布パルコ店
2012年01月06日 ぼてぢゅう
燦KAWASAKI店
2012年01月06日 ぼてぢゅう
アゼリア川崎店

名

業 種
移動販売・
催事業
飲食店

住

所
/ 電 話 番 号

東京都大田区西嶺町22番9号
Ⓕ03-5482-6381 Ⓣ03-3750-1371
富士宮市万野原新田3160-8
自Ⓕ0544-22-9661 店0544-22-8818
移動車販売 大阪府八尾市青山町2-10-13-301
ⒻⓉ072-915-0311
大阪府大阪市住吉区東粉浜3-27-18
06-6675-3639
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ岡山県倉敷市寿町12-2 ｲﾄｰﾖｰｶ堂ｱﾘｵ倉敷
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
2Fﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
ⒻⓉ086-434-1388
焼肉
静岡県駿東郡小山町須走140
ⒻⓉ0550-75-3212
レストラン
岡山県倉敷市寿町12-2 ｲﾄｰﾖｰｶ堂ｱﾘｵ倉敷
1Fﾚｽﾄﾗﾝﾌﾛｱｰ内
ⒻⓉ086-434-1322
喫茶・軽食 千葉県木更津市ほたる野3-31
Ⓕ0438-30-5078 Ⓣ0438-30-5077
焼きそば
栃木県宇都宮市下岡本町2417の9
028-673-0853
焼きそば
神奈川県南足柄市岩原341
ⒻⓉ0465-74-5929
焼きそば
富士宮市長貫1123
・串物
0544-65-2440
店舖・
大分県大分市都町3丁目83-2
イベント出店
Ⓕ097-574-4472 Ⓣ097-534-7331
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
新宿区歌舞伎町1丁目新宿ｻﾌﾞﾅｰﾄﾞ
ｾﾝﾀｰ内
地下街B1F
ⒻⓉ03-3348-5322
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
渋谷区道玄坂1-2-2 渋谷東急ﾌﾟﾗｻﾞB2F
ｾﾝﾀｰ内
ⒻⓉ03-3463-4877
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
江東区青海1丁目ﾊﾟﾚｯﾄﾀｳﾝｳﾞｨｰﾅｽﾌｫｰﾄ3F
ｾﾝﾀｰ内
ⒻⓉ03-3570-5292
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
品川区大井1-2-1 ｱﾄﾚ大井町6F
ｾﾝﾀｰ内
ⒻⓉ03-5709-7369
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
大田区西蒲田7-69-1 蒲田東急ﾌﾟﾗｻﾞ7F
ｾﾝﾀｰ内
ⒻⓉ03-3733-5933
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
墨田区太平4-1-2 ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ4F
ｾﾝﾀｰ内
ⒻⓉ03-5819-5811
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
町田市原町田6-2-6 町田ﾓﾃﾞｨ9F
ｾﾝﾀｰ内
ⒻⓉ042-812-2778
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
調布市小島町1-38-1 調布ﾊﾟﾙｺ
ｾﾝﾀｰ内
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃﾗｽ7F
ⒻⓉ042-498-6423
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
川崎市川崎区駅前本町8番地ﾀﾞｲｽﾋﾞﾙ6F
ｾﾝﾀｰ内
ⒻⓉ044-233-0102
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
川崎市川崎区駅前本町26-2 ｱｾﾞﾘｱ川崎
ｾﾝﾀｰ内
地下街B1F
ⒻⓉ044-245-1786

担当者
田中 哲
加藤 とみ子
寺西 修
水間 義之
栗田 英人
早野 三郎
栗田 英人
和田 美代子
森 良一
八代江
西島 三恵子
佐藤 理
髙木 清次
栗田 英人
栗田 英人
栗田 英人
栗田 英人
栗田 英人
栗田 英人
栗田 英人
栗田 英人
栗田 英人
栗田 英人

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

串かつ一力→大田区小山6-6-6
催事業＝不定期 移動販売＝年内始動
マルモ Ｈ23.5.18～
携090-6581-6812
曽我麺
t-samu009@kawachi.zaq.ne.jp
曽我麺
曽我麺 10:00～22:00
11/25グランドオープン
曽我麺
12:00～23:00
曽我麺
11:00～23:00
曽我麺
11:00～18:00
マルモ 曽我麺
11:00～18:00
曽我麺
yaritsusozai@rose.plala.or.jp
曽我麺
※2009.3.14登録 「やき処がばちょ」より変更
曽我麺 19:00～翌朝5:00 shop@kiyo-taka.com
http://www.kiyo-taka.com
曽我麺 11:00～22:30
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～22:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～23:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～23:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～22:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～23:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～23:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～23:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～23:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～22:30
www.botejyu.co.jp
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

2012年01月06日 ぼてぢゅう
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
川崎市高津区溝口1-4-1
マルイ溝口店
ｾﾝﾀｰ内
ﾏﾙｲﾌｧﾐﾘｰ溝口10F ⒻⓉ044-813-1059
2012年01月06日 ぼてぢゅう
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ｼﾞｮｲﾅｽB1F
横浜ジョイナス店
ｾﾝﾀｰ内
ⒻⓉ045-322-8551
2012年01月06日 ぼてぢゅう
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマーク店
ｾﾝﾀｰ内
横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ1F ⒻⓉ045-222-5122
2012年01月06日 ぼてぢゅう
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
横浜市港南区上大岡西1-6-1 ｳｲﾝｸﾞ上大岡
ウイング上大岡店
ｾﾝﾀｰ内
南ｳｲﾝｸﾞB1F
ⒻⓉ045-848-7858
2012年02月13日 フジテレビ 内 ニッコクトラスト
ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ夏季 東京都千代田区大手町1-6-1 (本社)
(株)ニッコクトラスト
ｲﾍﾞﾝﾄの出店
Ⓕ03-3211-4455 Ⓣ03-3211-4480
2012年02月13日 富士スピードウェイ 内 ニッコクトラスト 富士ｽﾋﾟｰﾄﾞ 東京都千代田区大手町1-6-1 (本社)
Ⓕ03-3211-4455 Ⓣ03-3211-4480
(株)ニッコクトラスト
ｳｪｲ内の出店
2012年02月14日 ぼてや
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
福岡市中央区天神二丁目11番3号
福岡天神店
ｾﾝﾀｰ内
ｿﾗﾘｱｽﾃｰｼﾞB2
ⒻⓉ092-712-2899
2012年02月16日 BAW BAW
犬の美容室・ 静岡県沼津市下香貫七面1111-3
(有)ザップ
ﾄﾘﾏｰｽｸｰﾙ
Ⓕ055-935-1552 Ⓣ055-935-1551
2012年02月27日 BANIO
移動販売
埼玉県川口市差間59-14
ⒻⓉ048-297-3097
2012年02月27日 お好み焼もんじゃ いちいち八
宮崎県延岡市平原町5-671-1
ⒻⓉ0982-27-1011
2012年03月15日 (有)白糸ガーデン
富士宮市上井出269-1
0544-54-0070
2012年04月09日 鶏膳
ネオパーサ （会社住所）富士市長通67番地の11
（株）アバンティ
静岡下り線
Ⓕ0545-60-4556 Ⓣ0545-60-4555
2012年04月10日 食彩工房
店舖・
袋井市松原888
イベント
ⒻⓉ0538-23-3132
2012年04月12日 海老寿屋
新東名
静岡市葵区小瀬戸1544-3
（株）大山エンターテイメント
静岡SA上り
新東名高速静岡SA上りⒻⓉ054-276-1718
2012年05月15日 お好み焼き かづき
伊豆の国市長岡355-9
055-947-4444
2012年05月24日 ビジネス旅館 富士
旅館
富士宮市上井出767-1
ⒻⓉ0544-54-0131
2012年06月09日 ぼてじゅう屋台
アウトレット内大阪府泉佐野市りんくう往来南3-28
りんくうアウトレット店
フードコート りんくうﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ1階
2012年06月20日 バキヤソ
お好み焼・ 富山県富山市水橋伊勢屋106
どんどん焼
2012年06月29日 はるちゃん
串揚工房・ 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-130
（有）朝日フーズ
居酒屋
ⒻⓉ045-951-7510
2012年06月29日 アンテナショップ『お～それ宮』
富士宮市大宮町8-3
（社）富士宮市地域力再生総合研究機構
ⒻⓉ0544-28-6770
2012年07月12日 小泉アフリカ・ライオン・サファリ（株） 動物園内
静岡県裾野市須山字藤原2255番地27号
レストラン
055-998-1313
2012年07月26日 焼きそば工房 とき
ﾊﾟﾁﾝｺ店内 石川県加賀市中代町416ﾊﾟﾁﾝｺ夢将軍
中部宝石研究株式会社
フードコート
敷地内
080-6359-0044

担当者
栗田 英人
栗田 英人
栗田 英人
栗田 英人
森 幸克
山田 智洋
栗田 英人
遠藤 学
下谷 清
飛鷹
梅田 洋子
前嶋 康雄
齋藤 治幸

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

曽我麺 11:00～23:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～23:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～22:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～22:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 主に7～8月 www.nikkokutrust.com
kaihatsu@nikkokutrust.com
曽我麺 通年ｽﾎﾟｯﾄ出店 www.nikkokutrust.com
kaihatsu@nikkokutrust.com
曽我麺
11:00～22:00 (ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ21:30)
曽我麺 9:00～18:00 www.bawbaw.jp
izupro@izu.biz
曽我麺
曽我麺
金曜日～水曜日 11:00～22:00
曽我麺 10:00～15:00

山本 由起子

叶屋 年中無休
car-pal@ka.tnc.ne.jp
曽我麺
shokusai@shokusai.net
叶屋 2012.4.14～
osuosu.ymak@room.ocn.ne.jp
マルモ 12:00～20:00

井出 いづみ

マルモ

栗田 英人

曽我麺 10:00～20:00 （ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ19:45）
ⒻⓉ072-462-3241
マルモ
11:00～18:00
曽我麺 17：00～23：00

石川 剛寛
影島 好美

大崎 三枝子
満尾 正輝
渡邉 英彦
藤原 一佳
山本 栄作

11：00～18：00 (L.O17:30) umya-fujinomiya.com
fujinomiyahonpo@cy.tnc.ne.jp
マルモ
2012年7月15日、8月10～20日
曽我麺 2012.8.4～ 11:30～21:30 無休
masbee1727@wj.kualnet.jp
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

2012年08月08日 やきそば工房 とき
中部宝石研究株式会社
2012年09月13日 やきそば工房 とき
中部宝石研究株式会社
2012年08月21日 駿味屋（すみや）
2012年09月20日 ゆきちゃん
2012年10月14日 あずさ
2012年10月29日 はなの舞 さかなや道場 魚鮮水産
チムニー（株）本社
2012年11月06日 てっぱん屋台
ノクティプラザ溝口店
2012年11月06日 ぼてじゅう屋台
アリオ鷲宮店
2012年11月08日 いっぷく亭
2012年11月26日 香蔵 横浜みなとみらい店
2012年11月28日 駿河屋
NPO法人スズカボクシングジム
2012年12月01日 帰ってきた バカ息子
アトラス（有）
2012年12月02日 つぼげん
2012年12月03日 庄司商店
2012年12月03日 大翔（やまと）
（株）アイエスプランニング
2012年12月03日 居酒屋やまもと
2012年12月03日 青春屋台
2012年12月04日 Grunge（グランジ）
2012年12月04日 光琳（コウリン）
2012年12月05日 鉄板酒場ふじのみ屋
（株）ウッディー・ホールズ
2012年12月09日
2012年12月10日 合同会社フリード
Freed LLC

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

ｱﾋﾟﾀﾀｳﾝﾍﾞｲ 金沢市無量寺第二土地区画整理事業地内
敷地内
17街区ｱﾋﾟﾀﾀｳﾝ金沢ﾍﾞｲ内ⒻⓉ076-255-3414
ﾊﾟﾁﾝｺ
石川県金沢市もりの里1丁目172番地
地下ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 森にﾍﾟﾘｶﾝ杜の里1丁目ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ内1F
首都圏
静岡県静岡市駿河区高松3033-3
&静岡
ⒻⓉ054-237-0172
静岡県沼津市桃里302
ⒻⓉ055-966-3797
静岡県富士市南町3-30
0545-53-2291
居酒屋ﾁｪｰﾝ 東京都墨田区横網1丁目3番20号
Ⓕ0120-974-509 Ⓣ03-5610-8805(代)
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
神奈川県川崎市高津区溝口1-3-1
ｾﾝﾀｰ内
NOCTYﾌﾟﾗｻﾞ2 ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
埼玉県久喜市久本寺谷田7-1ｱﾘｵ鷲宮2F
ｾﾝﾀｰ内
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内
ⒻⓉ0480-58-5080
鉄板焼・
静岡県富士宮市宮町2-9
軽食
0544-26-3849
お好み焼・ 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1
鉄板焼そば
みなとみらいｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1FⒻⓉ045-641-6011
三重県鈴鹿市神戸8丁目6-13
059-384-6788
居酒屋・
山梨県甲府市富竹1-2-24
移動販売
ⒻⓉ055-227-1237
移動販売
千葉県船橋市西船4-6-4 朝日壱番館202
090-6194-6278
テイクアウト 静岡県三島市文教町2丁目1-16
ⒻⓉ055-986-3804
イベント
京都府木津川市南加茂台7-1-17
（全国）
Ⓕ0774-34-5273 Ⓣ0774-34-5272
居酒屋・
高知県香南市野市町西野558-6
鉄板焼
ⒻⓉ0887-56-3236
遊園地内
東京都練馬区向山3-25-1 としまえん内
華蘭 Ⓕ03-3825-0441 Ⓣ090-7181-8854
ダーツバー 東京都渋谷区西原2-28-4 宮嶋ﾋﾞﾙB1-1
ⒻⓉ03-6407-0240
居酒屋
静岡県掛川市駅前1-1
ⒻⓉ0537-23-8998
飲食業
東京都新宿区荒木町8
03-5363-9596
静岡県富士宮市長貫339-2
携090-7043-0618 ⒻⓉ0544-65-1157
九州一円
福岡県春日市大土居3丁目137-1
Ⓕ092-558-9811 Ⓣ070-6594-4851

担当者

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

山本 栄作

曽我麺 2012.8.11～ 11:00～21:00 無休

山本 栄作

曽我麺 2012.9.13～ 11:30～21:30
ⒻⓉ076-264-2588
曽我麺 （東京・神奈川・埼玉・静岡）
i-tomomi@zu.tnc.ne.jp
マルモ 10:00～20:00

池谷 成生
吉岡 幸恵
大草 君子
大草 和夏
和泉 學
栗原 英人
栗原 英人
望月 直子
栗原 英人

マルモ 17:00～24:00
曽我麺 yoshio@chimney.co.jp
www.chimney.co.jp
曽我麺 10:30～22:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 10:00～21:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺 11:00～17:00 月曜定休

阪 佑子

曽我麺 11:00～22:00
www.botejyu.co.jp
曽我麺

富山 達也

曽我麺 17:00～25:00

小坪 弘良

マルモ・叶屋・曽我麺・木下製麺所
tsubogenjin@gmail.com
木下製麺所
2012.12.15～
曽我麺
yamato@is-plan.co.jp
叶屋 日曜定休

庄司 彰
石原 優
山本 勇二
松嶋 将太
香坂 洋行
齋藤 直海
藤井 努
佐野 浩高
吉岡 隆

マルモ・木下製麺所
matsumatsu913@docomo.co.jp
マルモ 19:00～翌朝5:00
マルモ・曽我麺・木下製麺所
16:00～24:00
マルモ 日・祝休
月～水・金17:00～27:00 木・土17:00～25:00
曽我麺・木下製麺所
hiromen725@yahoo.co.jp
曽我麺
iori@watch.ocn.ne.jp
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

2012年12月14日 史宜屋（しのりや）

松浦 秀俊

2012年12月19日

長野 正俊

2013年01月07日
2013年01月22日
2013年01月24日
2013年02月24日
2013年02月24日
2013年02月24日
2013年02月25日
2013年02月25日
2013年02月26日

2013年02月26日
2013年02月27日
2013年02月28日

2013年02月28日
2013年03月05日
2013年03月06日
2013年03月12日
2013年03月13日
2013年03月14日

移動販売車 福岡県福岡市早良区内野7-5-8
Ⓕ092-803-0310 Ⓣ080-4281-7480
（北部九州）
(株）ロングベル
埼玉県戸田市下前2-8-2-101
Ⓕ048-442-8488 Ⓣ090-3139-1823
移動販売
東京都江戸川区南葛西3-14-4
（東京）
Ⓕ03-3537-6690 Ⓣ080-5375-1268
静岡居酒屋 あおいや
居酒屋
静岡県静岡市葵区紺屋町12-5
ｶﾌﾟﾁｰﾉﾋﾞﾙ1F
ⒻⓉ054-272-3602
移動旋隊 ＧＯレンジャー
移動販売
石川県金沢市窪1丁目61-1
（北陸・東北）
090-7080-6308
つくも
千葉県千葉市中央区宮崎1-18-49
ⒻⓉ043-266-8900
ドットコム商店
ネット販売 静岡県富士宮市小泉2477-21
ⒻⓉ0544-24-4873
やきそばーちゃん
東京都杉並区成田東1-14-16
（株）昌一
Ⓕ03-5378-8050 Ⓣ090-8819-0017
チャチャ
移動販売
神奈川県平塚市横内3209-10
ⒻⓉ0463-75-9109
静岡立ち飲みおでんガッツ
静岡ご当地 東京都新宿区高田馬場2-19-8 阿部ﾋﾞﾙ1階
グルメ 提供
03-6316-8490
（株）ロッテリア
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ名古屋市守山区新守山2830ｱﾋﾟﾀ新守山店内
内ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
(株)ﾛｯﾃﾘｱｱﾋﾟﾀ新守山店 052-797-9031
東京都新宿区西新宿3丁目20番１号
Ⓕ03-3378-1205 Ⓣ03-5388-5732
（有）メディアシステム
サービス業 愛知県小牧市中央1丁目438
Ⓕ0568-78-1331 Ⓣ0568-74-4366
岩切商店
イベント
宮崎県宮崎市月見ケ丘2丁目42-14
090-9596-0465
（株）グリッド
イベント
兵庫県西宮市甲子園浜田町9-26-207
イベント．Ｊ．Ｐ運営事務局
Ⓕ0120-517-312 Ⓣ0120-017-312
(本社)東京都港区南青山6-7-14
ﾁｶﾞｰ南青山ﾋﾞﾙ1F
富士宮焼きそば こころ 相模大野店 富士宮やき 神奈川県相模原市南区相模大野3-3-2
（株）ブーマー
そば専門店 bono相模大野 South Mall 218 ⒻⓉ042-705-5767
清和屋
総菜屋
静岡県富士市南町7-51 ｼｹﾞﾉﾌﾞ店舖1F西
ⒻⓉ0545-57-2929
（株）フィールド
イベント
静岡県静岡市駿河区池田382番地
Ⓕ054-265-2324 Ⓣ054-265-2323
和んだあ
焼きそば・ 埼玉県日高市下鹿山21-2
鉄板焼き
ⒻⓉ042-986-0753
一勢フードサービス
関西・関東・ 大阪府松原市天美西1-16-11
九州
Ⓕ072-350-0649 Ⓣ072-350-0648
（株）ＢＬＯＯＭ
東名高速道路静岡県富士市松岡887-7
ⒻⓉ0545-30-7977
富士川SA上り

担当者

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

木下製麺所
astride@jcom.home.ne.jp

謝 啓新
マルモ・木下製麺所
ﾁｬｰ ｶｲｼﾝ khaishin80@yahoo.co.jp
柏田 岳人
叶屋 17:00～27:00 無休
中岸 克典
飯高 勝之
崇子
櫻井 政代
佐野 優子
山口 和那
市川 徳二
伊東 久

速水 精二郎
岩切 寛一
牛嶋 大輔
前坂
佐野 裕
鹿口 清子
中山 裕貴
大村 俊夫
坂本 康
一瀬 直
宮澤 一雅

曽我麺 全日11:00～23:00
nori2012.45up@docomo.ne.jp
曽我麺 11:00～20:00
マルモ・叶屋 不定期営業
kunsei8@docomo.ne.jp
木下製麺所
曽我麺 週1・2回営業
yamaguchi@fukuda-us.co.jp
木下製麺所 17:00～25:00
tokucchan@gmail.com
叶屋 2013.3.1～
Itou_Hisasi@lotteria.co.jp
曽我麺
sanasuna@i.softbank.jp
曽我麺・木下製麺所
8:00～21:00
曽我麺 → 木下製麺所に変更
info@eventsaiji.jp
〒104-0033 中央区新川1-3-2-201
090-9690-3688（前坂）
木下製麺所 3月15日～ 11:00～23:00
sagamiono@yakisobakokoro.jp
曽我麺
日・水は定休
曽我麺 土・日・祝営業 kondoh@field08.com
www.field08.com
木下製麺所
11:00～14:00 16:30～2000
曽我麺
nerineri7010@yahoo.co.jp
叶屋 年中無休 8:00～20:00
kazumasa143@yahoo.co.jp
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

2013年03月18日 （有）ソルトレイク
2013年03月19日
2013年03月25日
2013年03月28日
2013年04月01日
2013年04月08日
2013年04月10日
2013年04月17日
2013年04月23日
2013年05月09日
2013年05月10日
2013年05月15日
2013年05月16日
2013年05月16日
2013年05月17日
2013年05月23日
2013年05月25日
2013年05月30日

2013年05月31日
2013年06月04日
2013年06月04日

名

業 種
横浜市内
及び周辺

住

所
/ 電 話 番 号

神奈川県横浜市青葉区新石川4-33-3-201
Ⓕ045-482-6062 Ⓣ045-482-6061
花多幸
静岡県富士宮市万野原新田3063-21
0544-25-2558
（株）城山
イベント・店舖長野県上伊那郡南箕輪村5358-3
（長野・近県）
Ⓕ0265-73-6344 Ⓣ0265-73-4733
タカラヤ
定食・
静岡県富士宮市外神東町134-21
焼きそば
0544-58-5758
かどや
飲食店
福岡県太宰府市五条4-12-12安恒ビル
ⒻⓉ092-503-1192
やきやきＬａｎｄ ＫＡＺＺＵ（カッズ）
移動販売車 長崎県南松浦郡新上五島町相河郷192-54
（長崎県内）
Ⓕ0959-52-2331 Ⓣ090-3197-3080
サンジュリアン
パン・菓子、 山梨県南都留郡山中湖村山中354-1
ケータリング
Ⓕ0555-62-3286 Ⓣ0555-62-3266
笑や（ショウヤ）
静岡県富士市吉原浅間上町5-25
0545-52-3767
富士宮やきそばピ～ス
イベント・
静岡県富士宮市宮原422-12 （自宅）
市内店舖
Ⓕ0544-22-6343 Ⓣ090-2184-7123
ぼてじゅう屋台
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ大阪府大阪市西区千代崎3丁目13番 I
イオンモール大阪ドームシティ店 内ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
ｲｵﾝﾓｰﾙ大阪ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ4階
ロッテリア
岐阜県本巣郡北方町平成2-34
アピタ北方ＦＳ店
Ⓕ058-323-4928 Ⓣ058-323-4379
ロッテリア
岐阜県各務原市鵜沼各務原町8-7-1
アピタ各務原ＦＣ店
Ⓕ058-379-3239 Ⓣ058-379-3238
ロッテリア
愛知県大府市明成町4丁目133番地
アピタ大府ＦＳ店
Ⓕ0562-43-0359 Ⓣ0562-43-0356
はなの舞
居酒屋
静岡県富士宮市錦町2-37
富士宮駅南店
Ⓕ0544-21-0066 Ⓣ0544-21-0055
茶屋の駅
弁当・惣菜、 静岡県富士宮市上井出141
フーズ・コバヤシ
仕出し
0544-54-2500
ロッテリア
愛知県名古屋市南区豊田4丁目9番47号
アピタ名古屋南ＦＳ店
Ⓕ052-691-2444 Ⓣ052-691-3218
ロッテリア
愛知県名古屋市北区辻町9丁目1番地
アピタ名古屋北ＦＳ店
Ⓕ052-914-5782 Ⓣ052-914-5750
麺喰亭
移動販売
東京都中野区沼袋1-30-19 ｺｰﾄｻﾝﾗｲｽﾞ102
（関東一円）
070-5547-7854
（株）あるるん
千葉県市川市中国分2-3-8
ⒻⓉ047-710-9400
ロッテリア
'13.6.7 登録解除
愛知県名古屋市港区港明1丁目10番28号
アピタ東海通ＦＳ店
Ⓕ052-653-1477 Ⓣ052-653-1460
空海
イベント業 山梨県甲斐市富竹新田477-4
Ⓕ055-269-8636 Ⓣ090-1505-6822
空海
イベント業 山梨県甲府市徳行3-7-7-102
Ⓕ055-269-8636 Ⓣ080-1239-4397

担当者

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

小塩 博明

曽我麺

深澤 満智子

望月 静子

叶屋 ※2006.7.13登録 富士市より移転
11:00～14:00 17:00～23:00 (月)火17:00～
叶屋・木下製麺所
johyama@lna.janis.or.jp
曽我麺 11:00～15:00

平島 百年

叶屋 11:30～19:00 月曜定休

下田 和三

木下製麺所 2013.5.15～
kazumi.simoda@hotmail.co.jp
曽我麺 月休 9:00～18:00
julien@sweet.ocn.ne.jp
マルモ 11:30～

小林 和秀

大森 清見
小泉 彰子
小泉 哲宏
渡邉 千絵

曽我麺

栗田 英人
中脇 将史

曽我麺 9:00～22:00 （L.O.21:45）
ⒻⓉ06-6556-7107

小峰 弘明

曽我麺 16:00～25:00
2013.6.1 open
曽我麺 火休 10:00～17:00

小林 鉄男

小椋 雄介

木下製麺所 不定期営業（主に週末）
info@alulun.com
販売しないことになったため

一瀬 直康

曽我麺 24h 不定休

中澤 育美

曽我麺 24h 不定休
i9mi@docomo.ne.jp
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

担当者

2013年06月24日 あさぎりフードパーク協同組合

マルモ 10:00～15:00

2013年06月27日

叶屋

2013年08月02日
2013年08月06日
2013年08月14日
2013年09月05日
2013年10月08日
2013年11月07日
2013年11月08日
2013年11月22日
2013年12月01日
2013年12月01日
2013年12月02日
2013年12月02日
2013年12月03日
2013年12月03日
2013年12月03日
2013年12月03日
2013年12月04日
2013年12月06日
2013年12月09日
2013年12月11日

富士宮市根原449番地の11
遠藤 岩男
Ⓕ0544-29-5103 Ⓣ0544-29-5101
一番亭
富士宮市東阿幸地698
西原 宏夫
富士宮阿幸地店
0544-23-6011 佐野 英治
りゅう
富士宮市上井出361-1
佐藤 清子
0544-54-0735
伊東 久
若松イオンFC店
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ福岡県北九州市若松区二島1-3-1
内ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ
Ⓕ093-772-1642 Ⓣ093-772-1641
遠藤 和也
うるおいてい 富士川SA上り店
東名高速道路富士宮市元城町22-3
ⒻⓉ0545-56-2070
エンカズ商事（株）
富士川SA上り
鉄板焼き 喰う 喰う
富士宮市元城町
清 勲
ⒻⓉ0544-26-6610
山梨県南都留郡富士河口湖町河口165
徳山 英之
Ⓕ0555-72-8118 Ⓣ090-3242-3523
やま福
神奈川県厚木市飯山2981-1
蓬来 和子
Ⓕ046-248-7241 Ⓣ046-248-7240
ロッテリア
イオン都城 宮崎県都城市早鈴町1990番地
土持 紹弘
Ⓕ0986-46-2252 Ⓣ0986-46-2251
都城ｲｵﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 鉄ちゃん 3Fテナント
佐野 寿弘
木下製麺所
やきそば販売富士宮市野中東町43
ⒻⓉ0544-28-1211
五つ星
各種物産展・ 大阪府柏原市清州1-1-24
大山 佳亮
（株）FIVE STAR FOODS
ｲﾍﾞﾝﾄ・ﾌｪｽ
Ⓕ072-968-9778 Ⓣ072-968-9777
五つ星
各種物産展・ 大阪府柏原市清州1-1-24
田中 健太
（株）FIVE STAR FOODS
ｲﾍﾞﾝﾄ・ﾌｪｽ
Ⓕ072-968-9778 Ⓣ072-968-9777
なごみ茶屋
茶と菓子の 静岡県浜松市中区和合町220-1902
松本 陽子
露天販売
ⒻⓉ053-555-1394
みたつ家 道の駅 麺どころ咲耶
飲食業(ﾗｰﾒﾝ福岡県築上郡上毛町大字大ノ瀬304-1
石原 しのぶ
・ｶﾚｰ他)
Ⓕ0979-84-7088 Ⓣ070-6597-4552
しまんと
イベント業 大阪府門真市大字三ツ島90-1
竹田 好光
ｷｶﾘﾊｲﾂ201号
Ⓣ090-8797-6787
スプラウト
イベント関係 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-30-2
堀江 豊
Ⓕ045-271-5724 Ⓣ045-271-1418
マルマサフーズ
イベント
兵庫県神戸市長田区駒ケ林町5-15-10-2
松村 真由美
ⒻⓉ078-647-8050
マルマサフーズ
イベント
兵庫県神戸市須磨区北落合5-1-334-301
蒔田 亜紀穂
ⒻⓉ078-647-8050
（有）三枡屋製菓 みます家
富士宮市三園平1679
0544-25-0565
さつき園
イベント
静岡県島田市伊太497-1
永野 肇
・催事
ⒻⓉ0547-36-3259
合同会社グローバルバインド
健康食品の 東京都府中市美好町1-1-18石川ﾋﾞﾙ305
望野 幸久
卸・小売
Ⓕ03-6868-4664 Ⓣ042-358-6412
いちばん
移動販売
神奈川県厚木市温水西2-26-3 ﾌﾚｯｻ102
近藤 大和
090-6792-2658

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

マルモ 木休 10:00～15:00
叶屋 2013.8.1～
叶屋 8:00～19:00
叶屋
(11:00～14:00) 17:00～23:00
曽我麺
叶屋 7:30～20:00
叶屋 2013.11.1～
木下製麺所
毎週日曜のみ営業 11:00～15:00
曽我麺 info@5-star.jp www.5-star.jp
ｹｰﾀﾘﾝｸﾞも含め全国各地でｽﾎﾟｯﾄ営業
曽我麺 info@5-star.jp www.5-star.jp
ｹｰﾀﾘﾝｸﾞも含め全国各地でｽﾎﾟｯﾄ営業
曽我麺 月１回（日曜）10:00～14:00
st2-ya4@d8.dion.ne.jp
曽我麺 年中無休（11:00～16:00）
FAXは道の駅事務所 info@sinobu-ms.com
叶屋・曽我麺・木下製麺所 平日・土日
wind5210wind@gmail.com
曽我麺
sprout@hob.itscom.net
曽我麺
qqwz8yg9k@sound.ocn.ne.jp
曽我麺
水曜定休
平日17:00～23:00 土・日・祝11:00～23:00
マルモ
平日10:00～21:00 info@globalbind.jp
http//globalbind.shop-pro.jp
曽我麺 神奈川・東京・静岡一円
ichiban@kmd.biglobe.ne.jp
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

2013年12月15日 友絆酒房 紙や
2013年12月16日 人と街づくり支援の会
2014年01月03日 ヤマフジ

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

千葉県松戸市常盤平5-28-5
ｼﾞｭｳｴﾙ常盤平1-3
地域ｲﾍﾞﾝﾄ・ 富士宮市下条343
被災地炊き出
イベント
山梨県甲府市中央1-13-9

担当者

居酒屋

紙谷 友彦

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

川名 義博

曽我麺 日～土 火休
11:30～14:00 17:00～24:30
叶屋

輿石 登

マルモ 曽我麺

伊東 久

叶屋 2014.1.27～オープン

永井 清道

曽我麺 木下製麺所
年中無休
叶屋 日曜定休 火・金午後休
12:00～15:00 18:00～22:00
曽我麺 18:00～24:00 LO
yamada@yamadachikara.com
t-tanaka@seiyofoood.co.jp

047-389-4514
ⒻⓉ0544-59-0880
080-9206-3210

2014年01月10日 ロッテリア nonowa 東小金井
フードスクェア店 鉄ちゃん
2014年01月27日 （株）リッキー
2014年01月28日
2014年02月28日
2014年03月03日
2014年04月09日
2014年05月19日

2014年07月15日
2014年07月22日
2014年11月26日
2014年11月30日
2014年12月01日
2014年12月01日
2014年12月01日
2014年12月02日
2014年12月10日
2014年12月11日
2014年12月14日

JR東小金井
駅隣り
イベント販売
関東全域
ご飯屋
ランチ・弁当
飲食業
・イベント

東京都小金井市梶野町5丁目1-1

042-316-3780
群馬県佐波郡玉村町下茂木1000-6 D101
Ⓕ0270-61-7081 携090-2430-5757
ご飯屋 まるや
富士宮市西町3-13
ⓉⒻ0544-24-5748
（株）山田チカラ
東京都港区南麻布1-15-2 1F
ⒻⓉ03-5942-5817
西洋フード・コンパスグループ（株）
東京都豊島区東池袋3-13-3 星和池袋ﾋﾞﾙ
Ⓕ03-3984-3194 Ⓣ03-3984-0676
笑福食堂
イベント
茨城県土浦市大和町3-2第2池田ﾋﾞﾙ1F
茨城・他県
Ⓕ029-826-5053 Ⓣ029-827-1704
yakisoba shop 18番 （屋号）
店舖運営・ 三重県松阪市船江町1392-3
MOBILLE MISSON鈴鹿 （FC名）
出張販売
松阪ｲｵﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ MARM 1F
ⒻⓉ0598-52-4767 携090-1251-4881
18番ﾌｰﾄﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（事務所・総合管理）
三重県松阪市石津町78-10
ロッテリア
山陽
兵庫県三木市加佐1142
三木サービスエリア店
自動車道
ⒻⓉ0794-83-9771
（株）フジヤマリゾート
遊園地
静岡県裾野市須山字藤原2427番地
ｺﾞﾙﾌ・ｽｷｰ場
Ⓕ055-998-1119 Ⓣ055-998-1111
あん庵
足柄SA
山梨県上野原市新田1154-1
あべ商会
上り売店
Ⓕ0467-76-7555 Ⓣ090-2348-8935
左福
大阪市住之江区浜口西1-14-10-303
Ⓕ06-4703-5656 Ⓣ080-4649-5262
(株)アラビア産業
ケータリング 岐阜県岐阜市加納新本町1-15
・露天
Ⓕ058-276-0037 Ⓣ058-276-0036
和食処 するが蕎
飲食業
静岡県富士市川成島654-10
新富士駅内
Ⓕ0545-64-5855 Ⓣ0545-64-0111
おぎのや
愛知県岡崎市竜美新町39-1 ARIA32 504
Ⓕ0564-83-6899 Ⓣ0564-83-6494
NPO法人 あさぎり古里創生ネット
地域の祭典 静岡県富士宮市猪之頭402-1
・ｲﾍﾞﾝﾄ露天
Ⓕ0544-29-5017 Ⓣ0544-52-0819
ESN company
東京都足立区佐野2-6-17
ﾌｫｰﾌﾞﾙ北綾瀬101
ⓉⒻ03-6802-6319
ひでちゃん茶屋
静岡県富士市神谷652-12
090-6073-0401
日本平パーキングエリア店
東名高速道路静岡市駿河区池田字寺之久保坪218-3
上り線
Ⓕ054-262-2362 Ⓣ054-208-5255

塩川 香織
山田 チカラ
田中 高穂
桑名 亮
森重 卓

曽我麺
info@shofuku.net
曽我麺 10:00～21:00
yakisobashop18ban@gmail.com

伊東 久

叶屋
曽我麺
2014.7月～

阿部 貞夫
金城 旭
森田 敬士郎
時田 大嗣
荻野 義行
福井 光政
乗松 直哉
後藤 英文
石川 直樹

曽我麺
kinjyo620@lomabiglobe.ne.jp
叶屋 morita@arabia-i.co.jp
http://arabia-i.co.jp
叶屋 無休 11～21時(平日)～20時(土・日・祝)
shinfuji@surugakyo.com surugakyo.com
曽我麺
llc-myk@sky.plala.or.jp
曽我麺 10:00～17:00
jimu@afsn-npo.net www.afsn-npo.net
nknorimatsu@yahoo.co.jp
曽我麺
hide-51w.sa)i.softbank.jp
曽我麺 年中無休
nihondaira@meitetsu-restaurant.com
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

2015年01月22日 (株)やま福

関谷 達郎

2015年02月13日

千田 浩貴

2015年03月04日
2015年03月27日
2015年04月10日
2015年04月14日
2015年06月03日
2015年06月28日
2015年07月09日
2015年08月11日
2015年09月10日
2015年10月06日
2015年11月30日
2015年11月30日
2015年11月30日
2015年11月30日
2015年12月01日
2015年12月01日
2015年12月01日
2015年12月07日
2015年12月08日
2015年12月10日

東名高速道路神奈川県海老名市大谷南5-1-1
海老名SA上り東名高速道路海老名SA上り線
Be with U
移動販売車 愛知県名古屋市緑区平手南1-1102
愛知県内
ﾌｧﾐｱｰﾚ平手南310
Ⓣ080-3646-2089
福満楼
移動販売
千葉県千葉市美浜区稲毛海岸1-2-14-202
東京・千葉
ⒻⓉ043-216-5868
神田パーキングエリア店
北陸自動車道滋賀県長浜市加田今町字松岡山1-5
（北陸自動車道 下り線）
下り線
Ⓕ0749-65-7055 Ⓣ0749-65-7050
ロッテリア
アピタ
愛知県知多郡阿久比町椋岡字徳吉1-12
ｱﾋﾟﾀ阿久比ﾌｰﾄﾞｽｸｴｱ店 鉄ちゃん 阿久比店 2F
ⒻⓉ0569-49-3175
静岡おでん おかちゃん
静岡おでん・ 長野県大町市常盤3827-7
ⒻⓉ0261-85-0209
富士宮やきそ
シンガポール ジャパンフード・フェア シンガポール静岡市清水区押切1941番地
(株)キシヤマホールディングス イベント
054-348-1139
ずう
和歌山県和歌山市新雑賀町63
090-2389-7866
ロッテリア
アピタ市原 千葉県市原市青柳北1丁目1番
アピタ市原フードスクェア たこ膳
2F
Ⓕ0436-20-2209 Ⓣ0436-20-2208
西洋フード・コンパスグループ（株）
仙台市・
宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-6
楽天コボスタジアム宮城店
東北6県
ｺﾎﾞｽﾀ内西洋ﾌｰﾄﾞｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ
ジャトコA地区
イベント
富士市吉原宝町1-1
Ⓕ0545-51-0032 Ⓣ0545-51-0023
京ちゃん
富士宮市城北町234
携090-3447-8737 Ⓣ0544-27-1208
笑食亭
露天・
長野県東御市鞍掛750番地3
ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ
090-5005-1052
ふじとはち 銀座本店
静岡・山梨の 東京都中央区銀座1-14-1 第二ｻﾄｳﾋﾞﾙ1F
ⒻⓉ03-3538-2770
マシフファクトリー（株）
ご当地グルメ
ふじとはち 銀座4丁目店
飲食店
東京都中央区銀座4-14-1 清水ﾋﾞﾙB1F
マシフファクトリー（株）
ⒻⓉ03-6278-7214
ふじとはち 赤坂店
飲食店
東京都港区赤坂5-1-5 菅野ﾋﾞﾙB1F
マシフファクトリー（株）
ⒻⓉ03-6277-6614
Full-swing
イベント販売 神奈川県川崎市川崎区四谷上町11-13-612
関東・海外
Ⓕ044-287-2043 Ⓣ070-5568-9753
かねふじ
店舖営業・ 茨城県結城郡八千代町菅谷1031-1
イベント
Ⓕ0296-49-3856 Ⓣ080-2075-1900
（株）UNITE FOR CLIMB
富士市本町7-21 大橋ﾋﾞﾙ3F西側
0545-65-2228
合同会社 吉野屋
長崎県内・ 長崎県大村市木場1丁目881-4
佐賀県内
Ⓕ0957-53-3192 Ⓣ090-3329-3274
（株) S.K FOODS
移動販売
福岡県田川郡福智町金田933-13
福岡田川
ⒻⓉ0947-22-6654
飛燕（ヒエン）
移動販売
新潟県三条市大野畑13-16
新潟（三条）
090-3092-3547

担当者

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

岸山 惣憲

叶屋 携090-8926-8646
Ⓣ046-248-7240 Ⓕ046-248-7241
木下製麺所 hirotaka.sen@gmail.com
Ⓕ052-878-9596
木下製麺所
ebedx6hh@i.softbank.jp
曽我麺 年中無休 7:00～19:00
kanda@meitetsu-restaurant.com
叶屋
2015.4.17～
曽我麺 11:00～19:00
oden.okachan@sky.plala.or.jp
マルモ

原 健次

曽我麺

水山 亮
伊東 久
金子 靖彦

叶屋
2015.7.23～
曽我麺
ⒻⓉ022-298-5056
sf21116@compass-group.jp

孫 影
河崎
石川
中川
伊東
岡本

亘
直樹
謙
久
康史

荻原 伸介
佐藤 廣治
京子
佐野 浩伸
三井
小澤
三井
小澤
三井
小澤
加藤

伴宏
昌人
伴宏
昌人
伴宏
昌人
利次

金子 司

2015.10.18(日) クライアントフェスタへの出店
マルモ
H27.10.7～
（自宅）富士宮市豊町21-4
曽我麺
h_j_c_m_b@outlook.jp
木下製麺所 日・祝休
11:30～14:00 17:00～24:00 （土は～23:00）
木下製麺所 土・日・祝休
11:30～14:00 17:00～24:00
木下製麺所 日・祝休
11:30～14:00 17:00～24:00 （土は～23:00）
曽我麺
fullswing1127@gmail.com
曽我麺
11:00～18:00

佐野 知由
吉野 治
裕治
瀧 章
岸部 耕治

曽我麺
akaqoo@yahoo.co.jp
曽我麺
不定休（週一休み）
曽我麺
10:00～15:00
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

2016年01月06日 あわねや
2016年02月29日 セイユウ畜産販売(株)
2016年04月01日 静岡おでん 富士吞見屋
2016年04月20日 ハピハピ
2016年05月30日 松屋商店×ピノカフェ
(株)松屋商店
2016年07月04日 神楽－KAGURA－
2016年07月22日 どんぱ
2016年08月29日 エプロン
2016年09月28日
2016年10月03日 広島宇品イオンFC
2016年11月27日 NPO法人 北九州物産振興会
アクアパラダイス
2016年11月27日 （株）みなパチ やたい劇場
2016年11月27日 West-takeover
2016年12月01日 晃商事（K'Sキッチン）
2016年12月01日 （有）富士宮総合企画 プラット
2016年12月05日 フジサン・デリ
2016年12月05日 ワールド クッキング
（ギリシャ交流協会）
2016年12月06日 昭和ミート（株）
2016年12月15日 わらや
2016年12月16日 Four Leaves
2016年12月17日 （株）CeDARPiLER
2016年11月27日 Ｍon's Kitchen

業 種

住

所
/ 電 話 番 号

お好み焼
岡山県倉敷市真備町川辺261-9
倉敷市
086-441-0232
食肉販売業・ 静岡県富士宮市朝日町3-7
飲食業
Ⓕ0544-24-1170 Ⓣ0544-24-2983
居酒屋
北海道札幌市西区二十四軒3条5丁目8-25
田中ﾋﾞﾙ1F
ⒻⓉ011-213-7780
イベント・
千葉県我孫子市並木6-5-15
関東一円
Ⓕ04-7192-7139 Ⓣ080-5225-9433
イベント・店舗埼玉県さいたま市中央区本町西3-1-32
埼玉・関東
ⒻⓉ048-852-4457
イベント
静岡県富士宮市小泉1342-21
090-2946-2800
埼玉県入間市下藤沢1093-1
ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ藤沢303
04-2960-0999
静岡県富士宮市星山237の21
080-4211-3630
菊川近辺
静岡県菊川市堂山新田735
0537-73-3603
ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内 広島県広島市南区宇品東6-1-15
Ⓕ082-250-7202 Ⓣ082-250-7201
福岡県直方市大字赤池132-2
Ⓕ0949-23-1562 Ⓣ090-4473-2732
ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ内東京都台東区東上野1-8-6 妙高酒造ﾋﾞﾙ3F
屋台販売
Ⓕ03-5539-4365 Ⓣ03-5816-0755
移動販売
大阪府河内長野市松ヶ丘東町1817-10
090-5650-9495
移動販売・ 神奈川県川崎市幸区南加瀬3-16-10
イベント出店
ⒻⓉ044-588-9221
ﾚﾝﾀﾙｽﾍﾟｰｽ 静岡県富士宮市山宮2265番地の11
飲食店
Ⓕ0544-58-6858 Ⓣ0544-58-4442
お食事処
東京都墨田区横川3丁目10-7
錦糸町近郊
ⒻⓉ03-5630-5700
出張屋台・ 大阪府高石市羽衣5丁目14-21
近畿一円
Ⓕ072-266-0044 Ⓣ072-266-0004
冷凍調理済 静岡県焼津市本中根689番地の1
麺類製造
Ⓕ054-656-2432 Ⓣ054-656-2431
静岡県富士宮市北山1536-2
090-8150-1903
移動販売車 栃木県宇都宮市富士見が丘2-12-7
屋台販売
080-1161-0768
催事・
大阪府富田林市廿山2-11-37-801
関西
Ⓕ072-355-8222 Ⓣ080-3778-9669
移動販売車
福岡市西区愛宕南２－７－１０－４０９
０９０－７５３４－０８８０

担当者
旗野 匠
清 敏雄
至子
藪 竜二
三角 三郎
武川 稔
神戸 孝博
丸山 和則

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

木下製麺所 11:00～21:00
nbpys331@ybb.ne.jp
マルモ
イベント 2016.5.21～22
木下製麺所
17:00～23:00
曽我麺 土日祝
sub3or9@gmail.com
曽我麺
takekawa-minoru@outlook.com
曽我麺・木下製麺所
曽我麺 11:00～24:00
090-1549-5158

石井 美千代
菅沼 剛
遠山 淳一

曽我麺
11/20菊川産業祭
choppickles@gmail.com
叶屋
2016.9.30～

進戸 昭洋
菊池 貴子

さのめん 12:00～22:00
zeroedit.kikuchi@gmail.com

西胤 諒
平川 一美
桒原 利貴
勝又 喜久男
片 稔
大塚 亘
藁科 将也
植松 英夫
杉山 靖紘
増田 真理

info@west-takeover.com
さのめん
kazumi77@i.softbank.jp
マルモ 不定休
叶屋 11:00～24:00 不定休
info@fujinokuni.biz www.fujinokuni.biz
さのめん 不定休
world cooking@i.softbank.jp
otsuka@showameat.co.jp
http://showameat.jp
叶屋 曽我麺
栃木・茨城・埼玉・群馬・東京
kobocchan@yahoo.co.jp
sugiyama@cedarpiler.jp
http://www.cedarpiler.jp
m_mari_kkyr@outlook.com
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商標登録店一覧表
契 約 日

店

名

業 種

2016年12月22日 立ち呑みＢＡＲ ＫＡＭＩＧＯＫＵ
2017年 ２月 ２日鉄板食堂 来るり
2017年03月27日 三方原下りハイウェイショップ
2017年04月07日 南ぷす食堂

ハイウェイ
ショップ
食堂

2017年05月13日 月桃食堂

立ち食い

住

所
/ 電 話 番 号
静岡市葵区本通り２－３－１１
０９０－９３９６－０２４６
富士宮市大中里１４４４－１８
０５４４－２７－９７１２
浜松市東区有玉西町７７９－２
０５３－４３４－４３５３
山梨県南アルプス市有野３２６６

担当者
榊原 慶司
清

製麺会社 ・
/ 備

営業日時
考

http//119.crayonsite.net/

澄枝

上村 敦信
本田 晃二
金川 智治

富士宮市宮町４－２４ 岡野 卓哉
０５４４－２５－１５００

mikatahara@nhskk.co.jp

