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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,16,41,44

1

健康リッチ

通常

2012/7/2

2012-052997 水澤 健一

05,29,30,32

2

美温生姜

通常:
標準

2012/7/2

2012-053031 株式会社福光屋

03,05

3

オーシャンスカイ

通常:
標準

2012/7/2

2012-053053 小林製薬株式会社

03,05

4

アウトドアグリーン

通常:
標準

2012/7/2

2012-053054 小林製薬株式会社

03,05

5

フレッシュリネン

通常:
標準

2012/7/2

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

2012-053055 小林製薬株式会社

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

指定商品・役務
【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食
品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【16】紙製包装用容器，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真たて
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，飲食物・栄養に関する知識の教授，セミナーの企
画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍の制
作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），
映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
【44】あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医
療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，栄養指導の提供，栄養相談，
健康又は栄養の指導に関する情報の提供，生活習慣病治療のための栄養の指導，介
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，乳幼児用粉乳，生姜を使用してなるサプリメン
ト，生姜を使用してなる食餌療法用飲料，生姜を使用してなる食餌療法用食品，生姜を使
用してなる乳幼児用飲料，生姜を使用してなる乳幼児用食品，生姜を使用してなる栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】生姜を使用してなる乳製品，冷凍生姜，加工生姜，生姜を使用してなる油揚げ，生姜
を使用してなる凍り豆腐，生姜を使用してなるこんにゃく，生姜を使用してなる豆乳，生姜
を使用してなる豆腐，生姜を使用してなる納豆，生姜を使用してなるカレー・シチュー又は
スープのもと，生姜を使用してなるお茶漬けのり，生姜を使用してなるふりかけ
【30】生姜を使用してなる茶，生姜を使用してなる角砂糖，生姜を使用してなる果糖，生姜
を使用してなる氷砂糖，生姜を使用してなる砂糖，生姜を使用してなる麦芽糖，生姜を使
用してなるはちみつ，生姜を使用してなるぶどう糖，生姜を使用してなる粉末あめ，生姜を
使用してなる水あめ，生姜を使用してなるうま味調味料，生姜を使用してなる香辛料，生
姜を使用してなる穀物の加工品，生姜を使用してなる即席菓子のもと，生姜を使用してな
る酒かす
【32】生姜を使用してなるビール，生姜を使用してなる清涼飲料，生姜を使用してなる果実
飲料，生姜を使用してなる飲料用野菜ジュース，生姜を使用してなるビール製造用ホップ
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，つや出し剤，せっけん類，身体用消
臭剤，身体用防臭剤，その他の化粧品，香料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香
剤（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】芳香消臭剤（身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除
く。），その他の消臭剤（身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除
く。），防臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），脱臭剤（工業用のものを除
く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳
帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，おりものシート，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，つや出し剤，せっけん類，身体用消
臭剤，身体用防臭剤，その他の化粧品，香料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香
剤（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】芳香消臭剤（身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除
く。），その他の消臭剤（身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除
く。），防臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），脱臭剤（工業用のものを除
く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳
帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，おりものシート，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，つや出し剤，せっけん類，身体用消
臭剤，身体用防臭剤，その他の化粧品，香料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香
剤（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】芳香消臭剤（身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除
く。），その他の消臭剤（身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除
く。），防臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），脱臭剤（工業用のものを除
く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳
帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，おりものシート，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03,05

6

フルーツマルシェ

通常:
標準

2012/7/2

2012-053056 小林製薬株式会社

35,43

株式会社純正食品マルシマ
株式会社ハーストーリィプラス

7

くらし＼マルシェ∞市（マル）／３
通常
６５

2012/7/2

2012-053068

8

ＡＬＡＧＬＩＯ

通常:
標準

2012/7/2

2012-053080 ＳＢＩファーマ株式会社

05
03,05

9

ニットフリー

通常:
標準

2012/7/2

2012-053184

アシスタンス・ソシエダ・デ・レスポン
サビリダ・リミターダ

05
10

アロマフルーリ＼ＡｒｏｍａＦｌｅｕｒｉ 通常

2012/7/2

2012-053231 株式会社ファイン・ツー

05
11

ＳＷＩＳＳＯＡＴＳ Ａ３

通常

2012/7/2

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

2012-053244 アルコファーマ エス．エー．

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

指定商品・役務
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，つや出し剤，せっけん類，身体用消
臭剤，身体用防臭剤，その他の化粧品，香料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香
剤（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】芳香消臭剤（身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除
く。），その他の消臭剤（身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除
く。），防臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），脱臭剤（工業用のものを除
く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳
帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，おりものシート，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲
料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及び
ココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸
【05】薬剤，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【03】化粧品，髪用化粧品，ヘアーシャンプー，ヘアーローション，せっけん，しらみ症の治
療用香料製品，エッセンシャルオイル，歯磨き，しらみ症を防ぐためのトピック製剤（医療用
のものを除く。），せっけん類，香料，薫料
【05】薬剤，しらみ症の治療用トピック製剤，医療用の衛生用品及び生理用品，食餌療法
用食品・飲料・薬剤，乳幼児用食品，ばんそうこう，包帯類，歯科用充てん材料，歯科用
ワックス，有害動物駆除剤，殺菌剤，除草剤，ダニ駆除剤及び人用のアレルギー治療用
製品，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理
用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当
てパッド，歯科用材料，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，
【05】消臭剤（工業用・身体用のもの及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。），家
庭用消臭剤（身体用のものを除く。），室内用消臭剤，車内消臭剤，空気消臭剤，被服用
消臭剤，履物用消臭剤，ふとん用消臭剤，タバコ臭消臭剤，カビ臭消臭剤，トイレ及び浴
室用消臭剤，生ゴミ臭消臭剤

【05】ダイエット及び栄養補助用サプリメント，ダイエット用栄養補助食品，ダイエット用サプ
リメント，サプリメント，食餌療法用飲料，食事療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食
品，乳幼児用粉乳，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），薬剤
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,41,44

12

ｐｅｔｉｔ ｖｉｓａｇｅ

通常:
標準

2012/7/2

2012-053420 八藤 浩志

35,41,44

13

ＫＯＧＡＯ ｐｅｔｉｔ ｖｉｓａｇｅ

通常:
標準

2012/7/2

2012-053421 八藤 浩志

14

テラの輝き

通常:
標準

2012/7/3

2012-053433 株式会社トータルヘルスデザイン

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

03

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

指定商品・役務
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，携帯用化粧道具入れの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，サプリメントの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，電気式歯ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，家庭用電気マッサージ器の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，業務用美容マッサージ器・美容院用又は理髪
店用の機械器具（「椅子」を除く。）・美容院用椅子・理髪用椅子の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供
【41】資格の認定及び資格の付与，検定試験の企画・運営又は実施，技芸・スポーツ又は
知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供
覧，図書の貸与，書籍の制作，通信を用いて行う映像又は画像の提供，映画の上映・制
作又は配給，通信を用いて行う音楽又は音声の提供，演芸の上演，演劇の演出又は上
演 音楽の演奏 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
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，携帯用化粧道具入れの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，サプリメントの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，電気式歯ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，家庭用電気マッサージ器の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，業務用美容マッサージ器・美容院用又は理髪
店用の機械器具（「椅子」を除く。）・美容院用椅子・理髪用椅子の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供
【41】資格の認定及び資格の付与，検定試験の企画・運営又は実施，技芸・スポーツ又は
知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供
覧，図書の貸与，書籍の制作，通信を用いて行う映像又は画像の提供，映画の上映・制
作又は配給，通信を用いて行う音楽又は音声の提供，演芸の上演，演劇の演出又は上
演 音楽の演奏 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
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去
剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用
ふのり，つけまつ毛用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,03,05

15

ｎａｎｏ＼ｔｏｔａｌｅ＼ナノトタル

通常

16

§ＳＨＯＮＡＮ ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ
Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｈｉｇｈｅｓｔ Ｑｕａｌｉｔｙ
通常
Ｓｔａｎｄａｒｄｓ＼ＣＬＯＩＳＴＥＲＳ
ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ∞１９８
４

2012/7/3

2012-053452 積水テクノ商事西日本株式会社

03,05
2012/7/3

2012-053520 株式会社クロイスターズ

05,30,32

17

ＪＡＶＡ ＭＯＮＳＴＥＲ ＧＲＥＥＮ 通常:
ＢＥＡＮＳ
標準

18

ＭＯＮＳＴＥＲ ＣＵＢＡ－ＬＩＭＡ

通常:
標準

ＡＱＵＡＬＩＣ

通常:
標準

2012/7/3

2012-053527 モンスター エナジー カンパニー

05,32
2012/7/3

2012-053528 モンスター エナジー カンパニー
01,05,17

19

2012/7/3

2012-053584 株式会社日本触媒
35

20

１，０００，０００＼ｍｉｌｌｉｏｎ ｄｏｏｒ
通常
ｓ

2012/7/3

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

2012-053595

株式会社ファッションプラザ・サン
ローゼ

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

指定商品・役務
【01】除菌剤及び抗菌剤（洗濯用のもの及び薬剤に属するものを除く。），化学品，のり及
び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥料，非鉄金属，非
金属鉱物，原料プラスチック
【03】洗濯用抗菌剤，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジ
ン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，ペット臭消臭剤，愛玩動物用消臭剤，口臭用消臭剤，
動物用防臭剤，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
【05】抗菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く。），被服用消臭剤，空気消臭剤，室内用消
臭剤，消臭剤（工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。），薬剤，
医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タン
ポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッ
ド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，防虫紙，サプリメント
【03】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，せっ
けん類，洗浄剤（製造工程用及び医療用のものを除く。），歯磨き，洗口液，化粧品，香水
類，脱毛用ワックス，バスソルト，バスオイル，香料，薫料，芳香剤，室内用芳香剤
【05】薬剤，入浴剤

【05】液状の栄養補給剤，その他の栄養補給剤，その他の薬剤，サプリメント，食餌療法用
食品及び飲料
【30】缶・びん・ペットボトル・紙容器入りのコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料，缶・び
ん・ペットボトル・紙容器入りの香りづけしたコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料，香り
づけしたコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料，コーヒー，アイスコーヒー，コーヒー飲料
【32】ビタミン・ミネラル・滋養物・アミノ酸・ハーブを加味したエネルギー補給用清涼飲料，
茶で香りづけしたエネルギー補給用清涼飲料，ジュースで香りづけしたエネルギー補給用
清涼飲料，ビタミン・ミネラル・滋養物・アミノ酸・ハーブを加味したスポーツ用清涼飲料，ビ
タミン・ミネラル・滋養物・アミノ酸・ハーブを加味した果実飲料
【05】液状の栄養補給剤，その他の栄養補給剤，その他の薬剤，サプリメント，食餌療法用
食品及び飲料
【32】ビタミン・ミネラル・滋養物・アミノ酸・ハーブを加味したエネルギー補給用清涼飲料，
茶で香りづけしたエネルギー補給用清涼飲料，ジュースで香りづけしたエネルギー補給用
清涼飲料，ビタミン・ミネラル・滋養物・アミノ酸・ハーブを加味したスポーツ用清涼飲料，ビ
タミン・ミネラル・滋養物・アミノ酸・ハーブを加味した果実飲料
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
原料プラスチック
【05】薬剤，衛生マスク，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用
ナプキン，生理用パンティ，ばんそうこう，包帯，胸当てパッド，歯科用材料
【17】プラスチック基礎製品，ゴム
【35】化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，香料の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，人造軽石の小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，口臭用消臭剤及びデンタルフロス
の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，つけづめ及びつけまつ毛の
小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，つけまつ毛用接着剤の小売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，ろうそくの小売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，サプリメントの小売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，紙製包装用容器及びプラスチック製包装用袋の小売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，印刷物・紙類及び文房具類の小売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，写真立ての小売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，袋物及び携帯用化粧用道具入れの小売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，傘の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧用
具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，植木鉢の小売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，せっけん用ディスペンサーの小売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，花瓶及び香炉の小売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，織物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，布製身の回り品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，茶の小売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供 菓子の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 調味料の小売
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

21

Ｍｉｌｌｉｏｎ ｄｏｏｒｓ＼ミリオン・ド
アーズ

通常

2012/7/3

2012-053596

株式会社ファッションプラザ・サン
ローゼ

03,05,10,16,18,21,2
9,30,32,33,35,41,42,
44

22

大塚製薬

通常:
標準

2012/7/3

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

2012-053620 大塚製薬株式会社

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

指定商品・役務
【35】化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，香料の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，人造軽石の小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，口臭用消臭剤及びデンタルフロス
の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，つけづめ及びつけまつ毛の
小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，つけまつ毛用接着剤の小売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，ろうそくの小売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，サプリメントの小売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，紙製包装用容器及びプラスチック製包装用袋の小売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，印刷物・紙類及び文房具類の小売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，写真立ての小売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，袋物及び携帯用化粧用道具入れの小売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，傘の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧用
具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，植木鉢の小売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，せっけん用ディスペンサーの小売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，花瓶及び香炉の小売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，織物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，布製身の回り品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，茶の小売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供 菓子の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 調味料の小売
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食
餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，
紙類，文房具類，印刷物，書画
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具
【21】プラスチック製飲料貯蔵容器，スポーツ飲料用水筒，プラスチック製の飲料水用保
温・保冷タンク，化粧用具，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，台所用品（「ガス湯沸かし
器・加熱器・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具
【29】乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚
げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，豆
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品，即席菓子のもと，食用粉類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，
競売の運営，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食
餌療法用食品及び食餌療法用飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

8／34

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03,05,10,16,18,20,2 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
1,25,28,29,30,32,33, 剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
つけづめ，つけまつ毛
35,41,42,44
【05】殺菌剤，消毒剤，口腔用剤，薬剤，妊産婦用胸当てパッド，医療用油紙，衛生マス

23

ＢｅａｎＳｔａｌｋ

通常

2012/7/3

2012-053621 大塚製薬株式会社

03,05,10,16,18,21,2
5,26,28,29,30,32,33,
35,41,42,44

24

ビーンスターク

通常

2012/7/3

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

2012-053622 大塚製薬株式会社

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

ク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，おむつ，おむつ
カバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児の離乳
育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓
子，乳幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児
用乳清飲料，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【16】紙製包装用容器，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，衛生手ふき，紙
製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，
写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，蹄鉄，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん
類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，
うちわ，扇子，家具，揺りかご，幼児用歩行器，マネキン人形，洋服飾り型類，スリーピン
グバッグ
【21】デンタルフロス，化粧用具，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，プラスチック製の飲
料水用保温・保冷スクイズボトル，スポーツ飲料用水筒，台所用品（「ガス湯沸かし器・加
熱器・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん
用ディスペンサー
【25】被服 ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト 履物 仮装用衣服 運動用
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
つけづめ，つけまつ毛
【05】殺菌剤，消毒剤，口腔用剤，薬剤，妊産婦用胸当てパッド，医療用油紙，衛生マス
ク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，おむつ，おむつ
カバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児の離乳
育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓
子，乳幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児
用乳清飲料，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【16】紙製包装用容器，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，衛生手ふき，紙
製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，
写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，蹄鉄，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん
類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革
【21】デンタルフロス，化粧用具，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，プラスチック製の飲
料水用保温・保冷スクイズボトル，スポーツ飲料用水筒，台所用品（「ガス湯沸かし器・加
熱器・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん
用ディスペンサー
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【26】テープ，リボン，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱，衣服用
き章（貴金属製のものを除く。） 衣服用バックル 衣服用バッジ（貴金属製のものを除
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03,05,10,16,18,20,2 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
1,25,28,29,30,32,33, 剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
つけづめ，つけまつ毛
35,41,42,44
【05】殺菌剤，消毒剤，口腔用剤，薬剤，妊産婦用胸当てパッド，医療用油紙，衛生マス

25

図形商標

通常

2012/7/3

2012-053623 大塚製薬株式会社

05,10,29,30,32

26

ビーンスタークマム

通常

2012/7/3

2012-053624 大塚製薬株式会社

05,10,29,30,32

27

ビーンスタークマム＼ＢｅａｎＳｔａ
通常
ｌｋｍｏｍ

2012/7/3

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

2012-053625 大塚製薬株式会社

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

ク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，おむつ，おむつ
カバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児の離乳
育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓
子，乳幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児
用乳清飲料，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【16】紙製包装用容器，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，衛生手ふき，紙
製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，
写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，蹄鉄，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん
類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，
うちわ，扇子，家具，揺りかご，幼児用歩行器，マネキン人形，洋服飾り型類，スリーピン
グバッグ
【21】デンタルフロス，化粧用具，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，プラスチック製の飲
料水用保温・保冷スクイズボトル，スポーツ飲料用水筒，台所用品（「ガス湯沸かし器・加
熱器・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん
用ディスペンサー
【25】被服 ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト 履物 仮装用衣服 運動用
【05】殺菌剤，消毒剤，口腔用剤，薬剤，妊産婦用胸当てパッド，医療用油紙，衛生マス
ク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，おむつ，おむつ
カバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児の離乳
育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓
子，乳幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児
用乳清飲料，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【29】妊産婦用粉乳，乳製品，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，
カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，豆
【30】茶，コーヒー，ココア，口中清涼菓子，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハン
バーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品，かゆ，即席菓子のもと
【05】殺菌剤，消毒剤，口腔用剤，薬剤，妊産婦用胸当てパッド，医療用油紙，衛生マス
ク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，おむつ，おむつ
カバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児の離乳
育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓
子，乳幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児
用乳清飲料，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【29】妊産婦用粉乳，乳製品，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，
カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，豆
【30】茶，コーヒー，ココア，口中清涼菓子，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハン
バーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品，かゆ，即席菓子のもと
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03,05

28

ＢｅａｎＳｔａｌｋ＼ｃｏｓｍｅｄｉｃｓ

通常

2012/7/3

05
05

【05】薬剤，医療用衛生剤，食餌療法用食品・飲料・薬剤，サプリメント

05

【05】避妊剤

05

【05】避妊剤

01,05

【01】化学品
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05

【05】胃腸疾患治療用薬剤，過敏性腸症候群治療用薬剤，オピオイド誘発腸疾患治療用
薬剤，便秘症治療用薬剤，慢性便秘症治療用薬剤，その他の薬剤，医薬用カプセル

03,05

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，つや出し剤，せっけん類，身体用消
臭剤，身体用防臭剤，その他の化粧品，香料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香
剤（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】芳香消臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），その他の消臭剤（身体用・
動物用及び工業用のものを除く。），防臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），
脱臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マ
スク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，おりものシート，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，
歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，サプリメント
【01】清缶剤，水処理用化学剤，その他の化学品
【05】殺菌剤（農薬に当たるものを除く。），防臭剤（工業用・身体用及び動物用のものを除
く。），防腐剤（農薬に当たるものを除く。），その他の薬剤（農薬に当たるものを除く。）

2012-053626 大塚製薬株式会社

03,05,10

29

赤ちゃん思い

通常

30

ビキッ

通常:
標準

31

イニアージ

32

イニエイジ

33

ＬＣＵＲＶＥ

34

ＴＷＩＲＬＡ

35

ＦＩＣ５．９

36

ＥＴＲＯＣＯＬ

2012/7/3

2012-053627 大塚製薬株式会社

05,10

37

Ｗフレグランス製法

通常:
標準
通常:
標準
優先:
標準
優先:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常:
標準

2012/7/3

2012-053646 株式会社池田模範堂

2012/7/3

2012-053648

2012/7/3
2012/7/3
2012/7/3

ノバルティス アクチエンゲゼルシャ
フト
ノバルティス アクチエンゲゼルシャ
2012-053649
フト
アジャイル セラピューティクス，イン
2012-053665
コーポレイテッド
アジャイル セラピューティクス，イン
2012-053666
コーポレイテッド

2012/7/3

2012-053668 日東紡績株式会社

2012/7/3

2012-053682 スキャンポ・アーゲー

2012/7/3

2012-053714 小林製薬株式会社

01,05
38

レコアシスト＼ＲＥＣＯＡＳＳＩＳＴ 通常

2012/7/3

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

指定商品・役務
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
つけづめ，つけまつ毛
【05】殺菌剤，消毒剤，口腔用剤，薬剤，妊産婦用胸当てパッド，医療用油紙，衛生マス
ク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，おむつ，おむつ
カバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児の離乳
育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓
子，乳幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
つけづめ，つけまつ毛
【05】殺菌剤，消毒剤，口腔用剤，薬剤，妊産婦用胸当てパッド，医療用油紙，衛生マス
ク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，お
むつ，おむつカバー，防虫紙，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児の離乳育児用
加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓子，乳幼
児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児用乳清飲
料，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，清浄綿
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，医療用手袋
【05】薬剤，医療用衛生剤，食餌療法用食品・飲料・薬剤，サプリメント

2012-053732 河野 真一郎

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

39

ＫＯＲＥＡＮＮＡ

通常

2012/7/3

2012-053734 株式会社ファッション・コ・ラボ

03
40

Ａｓａ Ｋａｔｓｕ＼朝勝

通常

2012/7/3

2012-053735 株式会社ＨａＲｅ

35

41

アクアスパイス＼ＡＣＱＵＡＳＰＩ
通常
ＣＥ

2012/7/3

2012-053835 沼崎 信行

35

42

ハピカル

通常

2012/7/4

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

指定商品・役務
【35】被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，仮装用衣
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動用特殊衣服
及び運動用特殊靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，カーテン及び屋内用ブラ
インドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，シャワーカー
テンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，うちわ及びせん
すの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，キーホルダー・
キーリング及びキーチェーンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，マッサージ機器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
携帯電話機用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，携帯電話機・携帯通信端末装置及びその他の電気通信機械器具の部品・附属品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，コンピュータの部品・
附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，測定機械器
具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・台所
用器具・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食卓用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，調理用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動
利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，裁縫用小物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
陶磁器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家庭用リネ
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，ヘアーケア用化粧品及びその
他の化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛

2012-053873 メディア株式会社

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

【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，飲食料品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ミネラルウォーターの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっ
けん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，水の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化学品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチック製包装用ボトルの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチック製包装用袋及びプ
ラスチック製の包装用容器（「プラスチック製栓及びふた」を除く。）の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチック製栓及びふたの小売又は卸売
【35】身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲
食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金
具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補
助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽
用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，写真機械器具
及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，時計
及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝玉及び
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

43

商標（見本）

商標

図形商標

種別

通常

出願日

2012/7/4

出願番号

出願人／権利者

区分
【05】薬剤

35

【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供 壁掛け及び敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤
及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化
粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤
及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化
粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供
【44】医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤，栄養の指導

2012-053882 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａファルマ株式会社

44

ＬＩＶＩＮＧ ＲｅＭＩＸ＼ｂｙ Ａｆｔｅｒｎ
通常
ｏｏｎＴｅａ

2012/7/4

2012-053906 株式会社サザビーリーグ

45

ＨＡＣｖｅｒｙ

通常:
標準

2012/7/4

2012-053943 株式会社ＣＦＳコーポレーション

35,44

35,44
46

47

48

§ＨＡＣ＼ｖｅｒｙ

§ＨＡＣｖｅｒｙ

§ＨＡＣ＼ｖｅｒｙ

通常

通常

通常

2012/7/4

2012/7/4

2012/7/4

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

指定商品・役務

05

2012-053944 株式会社ＣＦＳコーポレーション

35,44

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤
及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化
粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供
【44】医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤，栄養の指導

35,44

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤
及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化
粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供
【44】医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤，栄養の指導

2012-053945 株式会社ＣＦＳコーポレーション

2012-053946 株式会社ＣＦＳコーポレーション

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

49

ＡＮＥＵＶＹＳＩＯＮ

通常:
標準

50

ＫｅｔｏｇｅｎｉｃＤＩＥＴ

通常

51

52

ＫｅｔｏｇｅｎｉｃＤＩＥＴ＼Ｃｏｍｐａｔｉｂｌ
通常
ｅ

かわナプ

通常:
標準

出願日
2012/7/4

2012/7/4

2012/7/4

2012/7/4

出願番号

出願人／権利者

区分

アボット モレキュラー インコーポレ 01,05
2012-053951
イテッド
05
2012-053957 斎藤 糧三

05

【05】サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，乳
幼児用粉乳，薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，
ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パン
ティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド

05

【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，
耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，生理用パンティライ
ナー，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，失禁用ナプキン，失禁用パッ
ド，失禁用ライナー，失禁用パンツ，大人用紙オムツ（パンツ式のものを含む），失禁用お
しめ，失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着，紙製幼児用おし
め，使い捨て（紙製）乳幼児用おしめ（パンツ式のものを含む），使い捨て（紙製）乳幼児用
トレニングパンツ，防虫紙，乳幼児用粉乳，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，
耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，生理用パンティライ
ナー，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，失禁用ナプキン，失禁用パッ
ド，失禁用ライナー，失禁用パンツ，大人用紙オムツ（パンツ式のものを含む），失禁用お
しめ，失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着，紙製幼児用おし
め，使い捨て（紙製）乳幼児用おしめ（パンツ式のものを含む），使い捨て（紙製）乳幼児用
トレニングパンツ，防虫紙，乳幼児用粉乳，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【01】工業・科学で用いる化学品・生化学品・試薬，生化学・化学の分野において用いられ
る化学品，農業の分野において用いられる化学品，バイオテクノロジーの分野における製
品開発に用いる化学品，バイオテクノロジー製造過程で用いられる化学品，科学用化学
剤，化学用試薬（医療用及び獣医科用のものを除く。），遺伝子発現を制御・改良・制限す
るために用いるたんぱく質，遺伝子組み換え植物・菌類・動物の細胞機能又は植物・菌
類・動物の細胞の細胞機能を制御するために用いるリガンド・ベクター・遺伝子ホスト・遺
伝子生化学品・遺伝子生物工学的化学品・受容体たんぱく質，キットになった遺伝子発現
を制御・改良・制限するために用いるたんぱく質，医薬品発見・疾病研究・創薬・医薬品開
発のための研究用科学試薬，工業及び農業に利用できる植物・哺乳類・菌類・バクテリア
の遺伝子発現の誘導用化学剤，化学品
【05】医療用又は獣医科用化学剤，遺伝子治療用・遺伝子疾患の治療用の医療用又は獣
医科用化学剤，治療分析用の診断試薬として用いる医療用又は獣医科用化学剤，医療
用又は獣医科用生化学製剤，遺伝子治療用・遺伝子疾患の治療用の医療用又は獣医科
用生化学製剤，治療分析用の診断試薬として用いる医療用又は獣医科用生化学製剤，
医療用又は獣医科用の植物・哺乳類・菌類・バクテリアの遺伝子発現誘導用化学剤，医
療研究用・薬学研究用・獣医科研究用の遺伝子組み換えされた動物・植物・菌類の細胞
及び動物・植物・菌類の細胞，菌類・植物・バクテリア・哺乳類及び遺伝子組み換え菌類・
植物・バクテリア・哺乳類の細胞機能を制御するための薬剤，医療用又は獣医科用の遺
伝子組み換えされた菌類及びバクテリア，その他の薬剤
【40】科学用・研究用・医療用・実験用の特別の目的のために用いられる細胞並びに遺伝
子組み換えされたＤＮＡ・生物有機体・細胞・ウイルス及び病原体の受託による製造及び
加工処理
【42】遺伝学・治療学・バイオテクノロジーの分野における受託による研究開発，疾病の制
御・調節・特定するための遺伝子治療用製品・エフェクターの開発 疾病の制御・調節・特

2012-053958 斎藤 糧三

2012-053986 ユニ・チャーム株式会社

05
53

おしゃナプ

通常:
標準

2012/7/4

2012-053987 ユニ・チャーム株式会社

01,05,40,42,44,45

54

ＢＥＴＴＥＲ

優先

2012/7/4

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

指定商品・役務
【01】科学研究用のＤＮＡプローブ・試薬・抗体からなる診断キット
【05】臨床検査室・医療研究所において使用するためのＤＮＡプローブ・試薬・抗体からなる
診断キット
【05】サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，乳
幼児用粉乳，薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，
ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パン
ティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド

2012-053991 イントレクソン コーポレイション
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

55

56

商標（見本）

商標

種別

ＳＯＬＶＥ＼Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ Ｏｎｃｏｌｙｔ
優先
ｉｃ＼Ｖａｃｃｉｎｉａ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

つややか

通常:
標準

出願日

2012/7/4

2012/7/4

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】癌の予防・診断・治療のための薬剤・創薬・薬物送達プラットフォーム，癌の予防・診
断・治療に用いる遺伝子組み換えポックスウイルスを主成分とした薬剤，その他の薬剤

05

05

【05】サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント，動
物エキスを主原料とするサプリメント，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする
サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒
状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・
錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・
ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エキスを主原
料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カ
プレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・
液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠
剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビ
スケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，栄養補助食品，栄
養補給剤，栄養補強剤，栄養補給用ドリンク剤，食物繊維，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養
強壮変質剤，カルシウム剤，生薬，食品強化剤，医療用食品添加剤，食餌療法用の食品
調製剤，医療用栄養添加剤，薬剤（農薬に当たるものを除く。），医薬用化学剤，化学的製
剤，動物用薬剤，食餌療法用飲料，食事療法用食品，乳児用飲料，乳児用食品，乳児用
【05】サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント，動
物エキスを主原料とするサプリメント，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする
サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒
状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・
錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・
ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エキスを主原
料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カ
プレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・
液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠
剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビ
スケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，栄養補助食品，栄
養補給剤，栄養補強剤，栄養補給用ドリンク剤，食物繊維，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養
強壮変質剤，カルシウム剤，生薬，食品強化剤，医療用食品添加剤，食餌療法用の食品
調製剤，医療用栄養添加剤，薬剤（農薬に当たるものを除く。），医薬用化学剤，化学的製
剤，動物用薬剤，食餌療法用飲料，食事療法用食品，乳児用飲料，乳児用食品，乳児用
【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

2012-053995 ジェネレックス インコーポレイテッド

2012-054014 株式会社東洋新薬

05

57

あでやか

通常:
標準

2012/7/4

2012-054015 株式会社東洋新薬

58

ＶＩＲＩＴＡＣ

優先:
標準

2012/7/4

2012-054022

59

60

ＣＥＳＳＡＲＡ

ＨＥＰＲＡＤＥＬ

優先

優先

2012/7/4

2012/7/4

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

指定商品・役務

05

2012-054023

2012-054024

バーテックス ファーマスーティカル
ズ インコーポレイテッド

バーテックス ファーマスーティカル
ズ インコーポレイテッド

バーテックス ファーマスーティカル
ズ インコーポレイテッド
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
16,18,25,29,35

61

Ｈ∞Ｈ

通常

2012/7/4

2012-054025 沖縄ハム総合食品株式会社

62

ＧＥＮＥＰＯＣ

通常:
標準

2012/7/4

2012-054085 ジェネポック インコーポレイテッド

63

としわすれ

通常:
標準

2012/7/4

2012-054088 一般社団法人ＫＫ－１

05,09,10

64

－１０ａｇｅ∞マイナス テンエイ
通常
ジ

65

ノンスティーナＸ

66

ＰＲＯＧＥＮＴ

67

プロージェント

68

救急箱シリーズ

69

2012/7/4

2012-054098 シックスセンスラボ株式会社

2012/7/4

2012-054117 白十字株式会社

2012/7/4

2012-054121 株式会社メニコン

2012/7/4

2012-054122 株式会社メニコン

通常:
標準

2012/7/4

2012-054146 ロート製薬株式会社

ネオキシテープ

通常:
標準

2012/7/4

2012-054149 久光製薬株式会社

70

ＮＥＯＸＹ

通常:
標準

2012/7/4

2012-054150 久光製薬株式会社

71

ネオキシ

通常:
標準

2012/7/4

2012-054151 久光製薬株式会社

72

ＮＥＯＸＹ ＴＡＰＥ

通常:
標準

2012/7/4

2012-054152 久光製薬株式会社

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

05
03,05

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛
【05】薬剤，歯科用材料，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食
品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）

05
05

【05】医療用油紙，衛生マスク，オブラート，医療用ガーゼ，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳
帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包
帯，包帯液，胸当てパッド，薬剤，歯科用材料
【05】コンタクトレンズ用薬剤，その他の薬剤

05

【05】コンタクトレンズ用薬剤，その他の薬剤

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属
【05】貼付用薬剤，ばんそうこう，包帯，はえ取り紙，防虫紙，創傷被覆材

05
05

05

05
03,20,24,25

73

Ｓｌｅｅｐ Ｓｅｌｅｃｔ

通常

2012/7/4

2012-054158 株式会社シーリージャパン

74

サプリネオ

通常:
標準

2012/7/5

2012-054247 メリアル・リミテッド

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

指定商品・役務
【16】紙類，文房具類，印刷物，写真
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革
【25】被服，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷
凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆，食用たんぱく，レトルトパウチされた野菜・果実・魚介類・肉製品を主材とする
惣菜
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤
及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印
刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房
【05】医療用及び獣医科用の核酸ベースの試薬
【09】生体サンプルの標本，生体サンプルの分析用の使い捨てマイクロ流体求心装置，理
化学機械器具
【10】感染症及び伝染病の高速診断のための核酸の読み込みと分析を自動で行う機械器
具，診断用機械器具
【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品

05
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【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，創傷被覆材，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，サプリメント，食
餌療法用飲料，食餌療法用食品
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，創傷被覆材，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，サプリメント，食
餌療法用飲料，食餌療法用食品
【05】貼付用薬剤，ばんそうこう，包帯，はえ取り紙，防虫紙，創傷被覆材
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
アロマオイル，ミスト状のアロマオイル，薫料
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，うちわ，扇子，愛玩動物用ベッド，タオル用ディ
スペンサー（金属製のものを除く。），家具，ベッド，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビー
ズカーテン，日よけ，風鈴
【24】織物，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，織物製椅子カバー，織物製壁掛け，カーテン，テー
ブル掛け
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
【05】動物用栄養補助食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），薬剤
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

75

元丹子

76

キノホワイト

77

ニトリ－ト

78

ＫＩＮＯＳＥＬＦ

79

ＫＩＮＯＳＯＦＴ

80

ＫＩＮＯＷＨＩＴＥ

81

ＮＩＴＲＥＡＴ

82

キノソフト

83

キノセルフ

84

アムテグリス

85

太陽の力

種別
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/7/5

2012-054255 ▲頼▼淑娟

2012/7/5

2012-054282 日東電工株式会社

2012/7/5

2012-054283 日東電工株式会社

2012/7/5

2012-054286 日東電工株式会社

2012/7/5

2012-054287 日東電工株式会社

2012/7/5

2012-054288 日東電工株式会社

2012/7/5

2012-054289 日東電工株式会社

2012/7/5

2012-054290 日東電工株式会社

2012/7/5

2012-054291 日東電工株式会社

2012/7/5

2012-054326

2012/7/5

区分

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品

05

【05】薬剤，包帯，粘着包帯，創傷被覆材，医療用シート状粘着テープ，カテーテル固定用
粘着テープ，その他の医療用粘着テープ，医療用テープ，ばんそうこう

05

【05】薬剤，包帯，粘着包帯，創傷被覆材，医療用シート状粘着テープ，カテーテル固定用
粘着テープ，その他の医療用粘着テープ，医療用テープ，ばんそうこう

05

【05】薬剤，包帯，伸縮布自着包帯，創傷被覆材，医療用シート状粘着テープ，カテーテル
固定用粘着テープ，その他の医療用粘着テープ，医療用テープ，ばんそうこう

05

【05】薬剤，包帯，粘着包帯，創傷被覆材，医療用シート状粘着テープ，カテーテル固定用
粘着テープ，その他の医療用粘着テープ，医療用テープ，ばんそうこう

05

【05】薬剤，包帯，粘着包帯，創傷被覆材，医療用シート状粘着テープ，カテーテル固定用
粘着テープ，その他の医療用粘着テープ，医療用テープ，ばんそうこう

05

【05】薬剤，包帯，粘着包帯，創傷被覆材，医療用シート状粘着テープ，カテーテル固定用
粘着テープ，その他の医療用粘着テープ，医療用テープ，ばんそうこう

05

【05】薬剤，包帯，粘着包帯，創傷被覆材，医療用シート状粘着テープ，カテーテル固定用
粘着テープ，その他の医療用粘着テープ，医療用テープ，ばんそうこう

05

【05】薬剤，包帯，伸縮布自着包帯，創傷被覆材，医療用シート状粘着テープ，カテーテル
固定用粘着テープ，その他の医療用粘着テープ，医療用テープ，ばんそうこう

ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロ 05
ピア
03,05
2012-054332 フマキラー株式会社
03,09,14,16,18,25,2
6,41,44

86

§おねえさん＼姉ａｇｅｈａ

通常

2012/7/5

2012-054348 インフォレスト株式会社

87

Ｒ－Ｏｆｆ

通常:
標準

2012/7/5

2012-054367 武田薬品工業株式会社

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

指定商品・役務

05

05

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

【05】有害動物駆除剤，有害動物忌避剤，殺菌剤，除草剤，殺虫剤
【03】虫よけ効果を有するウェットティッシュタイプの洗浄剤，その他の虫よけ効果を有する
せっけん類，虫よけ効果を有する化粧品，虫よけ効果を有する消臭芳香剤（身体用のもの
を除く。），その他の虫よけ効果を有する香料・薫料
【05】害虫忌避剤，防虫剤，殺虫剤，虫よけ効果を有する薬剤，はえ取り紙，防虫紙
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛
【09】デジタルカメラ，携帯電話機用ストラップ，その他の電気通信機械器具，サングラス，
その他の眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログ
ラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インターネットを利用して受信し、
及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、及び保存するこ
とができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，宝石箱，身飾品，
貴金属製靴飾り，時計
【16】衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙類，
文房具類，雑誌，新聞，ムック，その他の印刷物，書画，写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【26】電気式ヘアカーラー，テープ，リボン，腕止め，衣服用き章（貴金属製のものを除
く。），衣服用バックル，衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用ブローチ，帯留，
ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン類，靴飾り（貴金
属製のものを除く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具
【41】オンラインによる映像・音楽及び音声の提供，電子出版物の提供，音楽の演奏に関
する情報の提供，映画の上映・制作又は配給又はこれらに関する情報の提供，放送番組
の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除
く。），オンラインゲーム大会の企画・運営，インターネット・携帯電話による通信を用いて行
うゲームの提供及びこれらに関する情報の提供
【44】美容，理容，エステティック美容及びこれに関する助言及び情報の提供，入浴施設の
提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，美容整
形外科医業及びこれに関する情報の提供 栄養の指導 介護 美容院用又は理髪店用
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

88

89

商標（見本）

商標

誦▲芬▼堂雷允上氏

マキシフレッシュプラス

種別

通常

通常:
標準

出願日

2012/7/5

2012/7/5

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】人用薬剤，飲料状の薬剤，強壮剤（医薬品），医療用チンキ剤，漢方薬，薬用酒，消
毒剤，医療用栄養補助剤，医療用薬草

35

【35】広告，商品の販売に関する情報の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，一輪車及び
自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，クリスタルガ
ラス製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械
器具類の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・
手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供 時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
【05】薬剤（医薬用のもの），ミネラルを主原料とする栄養補助食品，ビタミン剤

2012-054376 雷家▲全▼

2012-054379 岡本 幸士

05
90

91

92

93

§ＭｅｎａＱ７

§ＳＣ∞ＳＵＲＥ＼ＣＯＶＥＲ

§ＳＣ∞ＳＵＲＥ＼ＣＡＲＥ

通常

通常

通常

§ＳＳ∞ＳＵＲＥ＼ＳＯＬＵＴＩＯＮ 通常

2012/7/5

2012/7/5

2012/7/5

2012/7/5

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

指定商品・役務

05

2012-054386 ナットファルマ エーエスエー

03,05

【03】シャンプー，髪洗い粉，薬用せっけん，せっけん類，育毛効果を有するせっけん，育
毛効果を有するヘアークリーム，育毛効果を有するヘアーコンディショナー，育毛効果を有
するヘアートニック，育毛効果を有するヘアートリートメント，育毛効果を有するヘアーリン
ス，育毛効果を有するポマード，育毛効果を有する頭髪用化粧品，その他の頭髪用化粧
品，その他の化粧品
【05】育毛剤，薬用育毛剤，その他の薬剤

03,05

【03】シャンプー，髪洗い粉，薬用せっけん，せっけん類，育毛効果を有するせっけん，育
毛効果を有するヘアークリーム，育毛効果を有するヘアーコンディショナー，育毛効果を有
するヘアートニック，育毛効果を有するヘアートリートメント，育毛効果を有するヘアーリン
ス，育毛効果を有するポマード，育毛効果を有する頭髪用化粧品，その他の頭髪用化粧
品，その他の化粧品
【05】育毛剤，薬用育毛剤，その他の薬剤

03,05

【03】シャンプー，髪洗い粉，薬用せっけん，せっけん類，育毛効果を有するせっけん，育
毛効果を有するヘアークリーム，育毛効果を有するヘアーコンディショナー，育毛効果を有
するヘアートニック，育毛効果を有するヘアートリートメント，育毛効果を有するヘアーリン
ス，育毛効果を有するポマード，育毛効果を有する頭髪用化粧品，その他の頭髪用化粧
品，その他の化粧品
【05】育毛剤，薬用育毛剤，その他の薬剤

2012-054391 ネイチャーウェイ株式会社

2012-054392 ネイチャーウェイ株式会社

2012-054393 ネイチャーウェイ株式会社

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

18／34

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,05,29,30,31,32

94

ミドリオウムギ

通常:
標準

2012/7/5

2012-054433 株式会社東洋新薬

05
95

ロコモア＼ＬＯＣＯＭＯＲＥ

通常

2012/7/5

2012-054441 サントリーホールディングス株式会社

01,05,09,10

96

ＣｏｍｍｏｎＰＡＳ

通常:
標準

2012/7/5

2012-054444 日本碍子株式会社

03,21,24,29,30

97

§北麓＼草水

通常

2012/7/5

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

2012-054450 株式会社北麓草水社

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

指定商品・役務
【01】化学品，工業上用いられる化学品，化粧品の原料となる化学品，サプリメントの原料
となる化学品，飲食品の原料となる化学品，植物からの抽出物または有効成分を原材料
としてなる化学品，植物成長調整剤類，肥料，脂肪酸，試験紙，人工甘味料，工業用粉類
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），動物用薬剤，外皮用薬剤，化のう性疾患用剤，寄
生性皮膚疾患用剤，殺菌消毒剤，収れん剤，消炎剤，鎮痛剤，鎮痒剤，てんか粉，皮膚
軟化剤，日本薬局方の薬用せっけん，日本薬局方の抗菌石鹸，毛髪用剤，薬用毛髪用
剤，育毛剤，薬用育毛剤，養毛剤，薬用養毛剤，発毛剤，薬用発毛剤，発毛促進剤，薬用
ベビーオイル，薬用ベビーパウダー，浴剤，虫歯予防剤，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強
壮変質剤，カルシウム剤，生薬，食品強化剤，医療用食品添加剤，食餌療法用の食品調
製剤，医療用栄養添加剤，栄養補助食品，栄養補給剤，栄養補強剤，栄養補給用ドリン
ク剤，サプリメント，食物繊維，食餌療法用飲料，食事療法用食品，乳児用飲料，乳児用
食品，乳児用粉乳，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】冷凍野菜，冷凍果実，カレー・シチュー又はスープのもと，即席カレー，即席シ
チュー，即席スープ，即席みそ汁，野菜スープのもと，加工野菜及び加工果実，調理用野
菜ジュース，調理用野菜ジュースのもと，調理用青汁，調理用青汁のもと，お茶漬けのり，
ふりかけ，食用タンパク，食用油脂
【30】食用粉類，食用澱粉，粉製品，麦粉，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，茶，
烏龍茶，紅茶，麦茶，緑茶，昆布茶，番茶，煎茶，ほうじ茶，ハーブティー，薬草茶，果実
茶，穀物茶，ブレンド茶，茶エキス，茶飲料，濃縮茶，粉末茶，即席茶，ティーバッグ入りの
茶，アイスティー，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを含有する茶，浸出液（医療用の
ものを除く。），コーヒー，コーヒー飲料，ブレンドコーヒー，代用コーヒー，植物を原料とす
る代用コーヒー，コーヒーエキス，コーヒー濃縮エキス，コーヒー粉，粉状コーヒー，アイス
コーヒー，インスタントコーヒー，エスプレッソコーヒー，カフェオレ，焙煎したコーヒー豆，ミ
ルクコーヒー，ココア，チョコレート飲料，ミルクココア，ココアパウダー，ココア濃縮エキス，
菓子 グミ菓子 アイスクリーム キャラメル キャンディ ウェハース クッキー クラッ
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児
用飲料，乳幼児用食品

【01】遺伝子検査解析用化学試薬（医療用及び獣医科用のものを除く。），遺伝子研究用
化学試薬（医療用及び獣医科用のものを除く。），化学用試薬（医療用のもの及び獣医科
用のものを除く。），科学用・実験用及び研究用試薬（医療用及び獣医科用のものを除
く。），化学品，試薬の科学的特性判定用試験紙，試験紙
【05】医療用及び獣医科用の遺伝子検査解析用試薬，食品及び食材用の遺伝子検査用
試薬，ＤＮＡチップ・ＤＮＡアレイ・マイクロアレイを用いた遺伝子治療用・遺伝子診断用・遺
伝子検査用の試薬，医療用・診断用又は獣医科用の化学試薬，薬剤
【09】研究用遺伝子検査器具，試薬注入自動制御装置，理化学機械器具，遺伝子分析用
測定機械器具，測定機械器具，実験用・解析用・研究用のＤＮＡチップ・ＤＮＡアレイ・マイ
クロアレイ，食品検査用器具
【10】医療用遺伝子検査器具，医療用試薬注入器，診断用機械器具，検査用・診断用のＤ
ＮＡチップ・ＤＮＡアレイ・マイクロアレイ，医療用機械器具
【03】かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛用接着剤，口
臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），食器類，携帯用アイスボックス，米びつ，食品
保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，ろうそく消し，ろうそく立て，洋服ブラシ，紙タオル取り出し
用金属製箱，せっけん用ディスペンサー，香炉
【24】織物（「畳べり地」を除く。），メリヤス生地，フェルト及び不織布，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
【29】食用油脂，冷凍野菜，冷凍果実，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスー
プのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，豆
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハン
バーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，みそ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，は
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No.

98

99

商標（見本）

商標

アドシールド ＧＩ

ベースケアサプリ

種別

通常

通常:
標準

出願日

2012/7/5

2012/7/5

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料

05,29,30,32

【05】薬剤，サプリメント，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，
耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，
包帯，包帯液，胸当てパッド，乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児
用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】食用油脂，乳製品，加工野菜及び加工果実，調理用青汁，油揚げ，凍り豆腐，こん
にゃく，豆乳，豆腐，納豆，カレー・シチュー・リゾット又はスープのもと，お茶漬けのり，ふり
かけ，食用たんぱく
【30】茶，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミー
トパイ，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，米，
発芽玄米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，飲料用青汁，乳清飲料
【05】ホエイペプチドを主原料とした粉末状・顆粒状・液体状・濃縮液状・ゼリー状・カプセル
状・錠剤状の加工食品，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用粉
乳，ビタミン剤，衛生マスク，ばんそうこう

2012-054452 株式会社クラレ

2012-054482 株式会社ファンケル

05
100

パンプアップ＼ＰＵＭＰ ＵＰ

通常

2012/7/5

2012-054494 株式会社健康体力研究所

05,42,44
101

ＳＥＮＪＵ ＳＥＮＳＥ

通常

2012/7/5

2012-054519 千寿製薬株式会社

05,42,44
102

ＳＥＮＪＵ＼ＳＥＮＳＥ

通常

2012/7/5

2012-054520 千寿製薬株式会社

05,42,44
103

図形商標

通常

2012/7/5

2012-054521 千寿製薬株式会社

05,42,44
104

図形商標

通常

2012/7/5

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

指定商品・役務

05

2012-054522 千寿製薬株式会社

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

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，
計測器の貸与，理化学機械器具の貸与
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，動物の飼育，動物の治療，動
物の美容，医療用機械器具の貸与
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，
計測器の貸与，理化学機械器具の貸与
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，動物の飼育，動物の治療，動
物の美容，医療用機械器具の貸与
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，
計測器の貸与，理化学機械器具の貸与
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，動物の飼育，動物の治療，動
物の美容，医療用機械器具の貸与
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，
計測器の貸与，理化学機械器具の貸与
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，動物の飼育，動物の治療，動
物の美容，医療用機械器具の貸与
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,42,44

105

図形商標

通常

2012/7/5

2012-054523 千寿製薬株式会社

05

106

ジョーカメイト＼Ｊｏｋａｍａｔｅ

通常

2012/7/5

2012-054546 株式会社ワールドバイオ

05

107

Ｂｉｋｉｒｅｙ＼バイキレー

通常

2012/7/5

2012-054547 株式会社ワールドバイオ

05

108

バイクリーン＼Ｂｉｃｌｅａｎ

通常

2012/7/5

2012-054548 株式会社ワールドバイオ

05

109

クリーンテン＼Ｃｌｅｅｎｔｅｎ

通常

2012/7/5

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

2012-054549 株式会社ワールドバイオ

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

指定商品・役務
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，
計測器の貸与，理化学機械器具の貸与
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，動物の飼育，動物の治療，動
物の美容，医療用機械器具の貸与
【05】貯留式簡易トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，循環式トイレ・化学処
理式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・自動車
等の乗り物用トイレの消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，列車の噴射・真空式トイ
レ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，駅舎・一般ビル・一般家庭のトイレ用消臭
剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，トイレ用足もとマットの消臭剤・防臭剤・抗菌防臭
剤・除菌消臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物の室内・シート用消臭剤・防
臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，ゴミ・生ゴミ臭用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭
剤，生ゴミを含む廃棄物用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，吐瀉物用消臭剤・
防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，洗面台用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，
厨房用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，家庭用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・
除菌消臭剤，業務用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，タバコ用消臭剤，酒類用
消臭剤，除菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く。），抗菌剤（工業用及び洗濯用のものを
【05】トイレ用消臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物用トイレの消臭剤・防臭
剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，列車の噴射・真空式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・
抗菌防臭剤，循環式トイレ・貯留式簡易トイレ・化学処理式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌
消臭剤・抗菌防臭剤，駅舎・一般ビル・一般家庭のトイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・
抗菌防臭剤，トイレ用足もとマットの消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，船舶・航
空機・鉄道車両・自動車等の乗り物の室内・シート用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消
臭剤，ゴミ・生ゴミ臭用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，生ゴミを含む廃棄物用
消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，吐瀉物用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌
防臭剤，洗面台用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，厨房用消臭剤・防臭剤・除
菌消臭剤・抗菌防臭剤，家庭用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，業務用消臭
剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，タバコ用消臭剤，酒類用消臭剤，除菌剤（工業用
及び洗濯用のものを除く。），抗菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く。），防臭剤（人用及
【05】トイレ用足もとマットの消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，船舶・航空機・鉄道
車両・自動車等の乗り物の室内・シート用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，ゴ
ミ・生ゴミ臭用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，生ゴミを含む廃棄物用消臭剤・
防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，吐瀉物用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，
洗面台用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，厨房用消臭剤・防臭剤・除菌消臭
剤・抗菌防臭剤，家庭用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，業務用消臭剤・防臭
剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，タバコ用消臭剤，酒類用消臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・
自動車等の乗り物用トイレの消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，列車の噴射・真
空式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，循環式トイレ・貯留式簡易トイレ・
化学処理式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，駅舎・一般ビル・一般家庭
のトイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，除菌剤（工業用及び洗濯用のもの
【05】ゴミ・生ゴミ臭用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，生ゴミを含む廃棄物用消
臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，吐瀉物用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防
臭剤，洗面台用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，厨房用消臭剤・防臭剤・除菌
消臭剤・抗菌防臭剤，家庭用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，業務用消臭剤・
防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，タバコ用消臭剤，酒類用消臭剤，船舶・航空機・鉄道
車両・自動車等の乗り物の室内・シート用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，船
舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物用トイレの消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防
臭剤，列車の噴射・真空式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，循環式トイ
レ・貯留式簡易トイレ・化学処理式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，駅
舎・一般ビル・一般家庭のトイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，トイレ用足
もとマットの消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，除菌剤（工業用及び洗濯用のもの
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03,05

110

ワールドバイオ＼Ｗｏｒｌｄｂｉｏ

通常

2012/7/5

2012-054550 株式会社ワールドバイオ

05

111

バイクール＼Ｂｉｃｏｏｌ

通常

2012/7/5

2012-054551 株式会社ワールドバイオ

05

112

クリーンデス＼Ｃｌｅａｎｄｅｓ

通常

2012/7/5

2012-054552 株式会社ワールドバイオ

113

タマコツＢＰ

通常:
標準

2012/7/5

2012-054561 株式会社ファーマフーズ

114

タマゴサミン

通常:
標準

2012/7/5

2012-054562 株式会社ファーマフーズ

05
05
35,41,42

115

年齢研究所

通常

2012/7/5

2012-054570 株式会社エバーライフ

35

116

ＢＡＤ ＴＯＲＯ

通常

2012/7/5

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

2012-054571 ジョルディ ヌゲス，エス．エル．

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

指定商品・役務
【03】船舶・航空機・自動車・鉄道車両・建設物の塗装面洗浄剤，床・壁面・内装・ガラス・厨
房・スチール家具用洗浄剤，空調フィルター・エアコンダクト・エアコンディショナー用洗浄
剤，便器洗浄剤，トイレタンク洗浄剤，その他のせっけん類，船舶・航空機・鉄道車両・自
動車の室内用消臭芳香剤，トイレ用消臭芳香剤，尿石除去剤，洗濯用抗菌剤，洗濯用除
菌剤
【05】船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物の室内・シート用消臭剤・防臭剤・抗菌防
臭剤・除菌消臭剤，ゴミ・生ゴミ臭用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，生ゴミを含
む廃棄物用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，吐瀉物用消臭剤・防臭剤・除菌消
臭剤・抗菌防臭剤，洗面台用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，厨房用消臭剤・
防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，家庭用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，業
務用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，タバコ用消臭剤，酒類用消臭剤，船舶・
航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物用トイレの消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭
剤，列車の噴射・真空式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，循環式トイ
レ・貯留式簡易トイレ・化学処理式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，駅
舎・一般ビル・一般家庭のトイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，トイレ用足
もとマットの消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，除菌剤（工業用及び洗濯用のもの
【05】船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物のシート用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・
除菌消臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物の室内用消臭剤・防臭剤・抗菌
防臭剤・除菌消臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物用トイレの消臭剤・防臭
剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，列車の噴射・真空式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・
抗菌防臭剤，循環式トイレ・貯留式簡易トイレ・化学処理式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌
消臭剤・抗菌防臭剤，駅舎・一般ビル・一般家庭のトイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・
抗菌防臭剤，トイレ用足もとマットの消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，洗面台用
消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，厨房用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防
臭剤，ゴミ・生ゴミ臭用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，生ゴミを含む廃棄物用
消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，吐瀉物用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌
防臭剤，タバコ用消臭剤，酒類用消臭剤，家庭用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭
剤，業務用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，除菌剤（工業用及び洗濯用のもの
【05】列車の噴射・真空式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，循環式トイレ
用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，貯留式簡易トイレ・化学処理式トイレ用消臭
剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物用トイ
レの消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，駅舎・一般ビル・一般家庭のトイレ用消臭
剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，トイレ用足もとマットの消臭剤・防臭剤・抗菌防臭
剤・除菌消臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物の室内・シート用消臭剤・防
臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，ゴミ・生ゴミ臭用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭
剤，生ゴミを含む廃棄物用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，吐瀉物用消臭剤・
防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，洗面台用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，
厨房用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，家庭用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・
除菌消臭剤，業務用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，タバコ用消臭剤，酒類用
消臭剤，除菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く。），抗菌剤（工業用及び洗濯用のものを
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），カプセル，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法
用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤
に属するものを除く。）
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），カプセル，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法
用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤
に属するものを除く。）
【35】健康食品及び化粧品の販売促進のための展示会の企画・運営又は開催，薬剤及び
医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【41】セミナーの企画・運営又は開催
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究

【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，家庭用又は台所用の容器の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，飾り物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，贈答品の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，広告，事業の運営及び管理，事務処理の代行
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

117

§Ｙ－ＥＳ

118

アスタキチン

119

アシヤビューティ

通常

通常:
標準
通常:
標準

一般社団法人 山形県国際経済振
興機構

2012/7/5

2012-054700

2012/7/5

2012-054713 オリゴメディカル株式会社

2012/7/5

2012-054715 田中 明子

120

パブロン＼Ｓゴールド

通常

2012/7/6

2012-054724 大正製薬株式会社

121

パブロンケア

通常:
標準

2012/7/6

2012-054725 大正製薬株式会社

122

クリーンエキスト＼Ｃｌｅａｎｅｘｔ

通常

2012/7/6

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

05

指定商品・役務
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，
競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆
耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報
編集，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建
築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワー
ドプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，織物
及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【05】薬剤，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）

03

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），衛生マスク

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），衛生マスク

05

【05】船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物の室内用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・
除菌消臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物のシート用消臭剤・防臭剤・抗
菌防臭剤・除菌消臭剤，家庭用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，業務用消臭
剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，ゴミ・生ゴミ臭用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌
防臭剤，生ゴミを含む廃棄物用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，吐瀉物用消臭
剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，タバコ用消臭剤，酒類用消臭剤，洗面台用消臭
剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，厨房用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，
船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物用トイレの消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌
防臭剤，列車の噴射・真空式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，循環式ト
イレ・貯留式簡易トイレ・化学処理式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，
駅舎・一般ビル・一般家庭のトイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，トイレ用
足もとマットの消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，除菌剤（工業用及び洗濯用のも

2012-054737 株式会社ワールドバイオ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,16,35,41,42,45

123

ＩＭＪ

通常

2012/7/6

2012-054752 株式会社アイ・エム・ジェイ

35

124

Ｓａｎｒｉｏ ｎｏｗ！！！

通常

2012/7/6

2012-054768 株式会社サンリオ

125

ＬＥＧＯＯ

通常:
標準

2012/7/6

2012-054781 サノフイ

126

東京シティビューティーコスメ
ティックス

通常:
標準

2012/7/6

2012-054793 株式会社日本エデン

05,10
03,05

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

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

指定商品・役務
【09】携帯情報端末機用プログラム，移動体電話又は電子計算機端末による通信網を通
じてダウンロード可能な移動体電話機用又は電子計算機用プログラム，検索エンジンマー
ケティング用コンピュータプログラム，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁
気ディスク・磁気テープ・ＩＣメモリ・コンパクトディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・光磁気ディスクその他
の記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，携帯用液晶画面ゲーム機用の
プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インターネットを利用して受
信し、及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、及び保存
することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，移動体電話に
よるダウンロード可能な画像・文字・音楽・音声，電子計算機の表示モニタの待ち受け画
面用又は携帯電話の待ち受け画面用のダウンロード可能な静止画又は動画，電子出版
物
【16】印刷物
【35】インターネットによる広告，インターネット・携帯電話又は電子メールを利用した広告，
その他の広告業，新聞・雑誌に掲載された広告に関する情報の提供，その他の広告に関
する情報の提供，ウェブサイト上の広告スペースの貸与，経営の診断及び指導，経営の
診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテ
ルの事業の管理，市場調査及び経営に関する情報の提供，インターネットを利用した企業
経営に関する情報の提供，アンケート情報の提供，インターネット上の検索エンジンに入
力された検索キーワードを収集・分析して行う消費者の意識及び消費動向の調査，イン
ターネットユーザーのウェブサイトへのアクセス動向等のコンピュータネットワークに関する
市場調査並びにそれらの調査結果の分析の媒介又は取次ぎ，市場調査の結果の分析又
は評価，インターネットを利用するアンケート調査及びこれに関する情報の提供，企業の
顧客情報の収集・管理・分析及びこれらに関する情報の提供，市場分析及び事業計画の
策定並びに企業が採用するべき取引態様や経営システムの構築に関するコンサルティン
グ 職業のあっせん 職業のあっせんに関する情報の提供 文書又は磁気テープのファイ
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，キャラクター商品の販売に関する企画，キャラク
ター商品の製造事業の企画，キャラクター商品の販売に関する情報の提供，コンピュータ
による会員の顧客管理，統計的情報の提供，インターネットウエブサイトにおけるショッピ
ングモールを介した商品の広告，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の売買契約の媒介，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の販売に関する情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商
品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行
【05】血管閉塞に関する手術に用いる薬剤，その他の薬剤
【10】血管閉塞に関する手術に用いる医療用機械器具，その他の医療用機械器具
【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，
つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】入浴剤，薬剤，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳
幼児用飲料，乳幼児用食品
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
16,35,36

127

年金疎開

通常:
標準

2012/7/6

2012-054797 株式会社メイク・ヴィー

03,35
128

§ＳｃａｎｄａＬ＼ｏｆ＼ＰｒｉｎｃＥｓｓ

通常

2012/7/6

2012-054802 株式会社韓国高麗人蔘社

35

129

ユニフォームネット＼ＵＮＩＦＯＲ
通常
Ｍ‐ＮＥＴ

2012/7/6

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

指定商品・役務
【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真
【35】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，職業のあっせん，求人情報の提供，織物及び寝具
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及
び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパ
ンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供 手動利器・手動工具及び金具の小
【03】化粧品，せっけん類，口臭用消臭剤，歯磨き，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【35】化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供

2012-054820 株式会社ユニフォームネット

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

【35】インターネットによる公告，商品の展示会の企画・運営及び開催に関する情報の提
供，商品の販売・役務の提供の促進のための払戻し分蓄積式証票又はトレーディングス
タンプの発行に関する情報の提供，カタログ及びインターネットウェブサイトにおけるショッ
ピングモール形式で提供する商品の販売に関する情報の提供，加盟店に対する商品の
販売に関する情報，商品の販売に関する情報の提供又は指導・助言，防災用商品の販売
に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，商品の発注・
発注事務の代行又はこれに関する情報の提供，コンピュータデータベースへの情報編
集，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は

25／34

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,04,06,07,09,1 【01】植物成長調製剤類，発泡ガラス製の植物生育用人工土壌，無機質を焼成してなる多
0,11,14,16,17,19,21, 孔質粒状の植物生育用人工土壌，セラミック製植物生育用人工土壌，その他の植物生育
25,35,36,37,38,39,4 用人工土壌，食品残渣・食料品残渣を原料とする有機肥料，肥料
【02】プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ，コピー機用トナーカートリッ
0,42,43,44
ジ，ファクシミリ用トナー入りカートリッジ，印刷用機械器具用トナーカートリッジ，インク

130

ＹＡＺＡＫＩ

通常

2012/7/6

2012-054852 矢崎総業株式会社

01,02,04,06,07,09,1
0,11,14,16,17,19,21,
25,35,36,37,38,39,4
0,42,43,44

131

図形商標

通常

2012/7/6

2012-054853 矢崎総業株式会社

05
132

Ｏｒｔｈｏｍｉｔｅ

通常

2012/7/6

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

2012-054869 サンメディカル株式会社

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

ジェットプリンター用インクカートリッジ，コピー機用インクカートリッジ，コンピュータプリン
ター用インクカートリッジ，ファクシミリ用インクカートリッジ，プリンター用トナー，コンピュー
タプリンター用トナー，コピー機用トナー，ファクシミリ用トナー，印刷用機械器具用トナー
【04】木質ペレット燃料，燃料
【06】金属製のガス配管用鋼管，金属製のガス用バルブ，金属製連結弁，金属製液化ガス
貯蔵槽，金属製管継ぎ手，金属製のガス遮断弁，金属製のガス栓，家庭用ガス器具に用
いる接続金具付金属製フレキシブルホース，金属製のガス貯蔵槽，金属製貯蔵槽類，金
属製バルブ，ＬＰＧ貯蔵槽（金属製），金属製フレキシブルガス管，金属製高圧ガスパイ
プ，低圧金属ホース，ヒューズガス栓（金属製），金属製メーター継手，金属製支柱ユニッ
ト，金属製支柱，金属製燃焼器用ホース，金属製ホース，コンセント型ヒューズボックスガ
ス栓，ガス管用バルブ，ガス遮断弁，ガス安全弁，ガス制御弁，多機能ガス調整弁，ＬＰＧ
容器用バルブ，金属用ガス栓，ネジガス栓，可とう管ガス栓，双方向弁，建築用又は構築
用の金属製専用材料，金属製ＬＰガス用バルク貯蔵槽，ガスコンセント用金属製継手，金
属製ＬＰガス貯蔵槽用バルブ，ガス装置用金属製バルブ，金属製包装用容器（「金属製
栓・金属製ふた」を除く。），建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立て
セット
【07】ペレタイザー，ガス圧力調整器
【09】自動車用ワイヤーハーネス，ワイヤーハーネス，バッテリーケーブル，点火プラグ付
コード，電気自動車用高圧ケーブル，自動車用低圧電線，光ファイバー用コネクター，電
線用コネクター，ケーブル用コネクタ，配電用又は制御用機械器具用のコネクター，電気
用のコネクタ 光コネクタ 電源プラグ その他の電気接続具 充電コネクタ 光コネクタ用
【01】植物成長調製剤類，発泡ガラス製の植物生育用人工土壌，無機質を焼成してなる多
孔質粒状の植物生育用人工土壌，セラミック製植物生育用人工土壌，その他の植物生育
用人工土壌，食品残渣・食料品残渣を原料とする有機肥料，肥料
【02】プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ，コピー機用トナーカートリッ
ジ，ファクシミリ用トナー入りカートリッジ，印刷用機械器具用トナーカートリッジ，インク
ジェットプリンター用インクカートリッジ，コピー機用インクカートリッジ，コンピュータプリン
ター用インクカートリッジ，ファクシミリ用インクカートリッジ，プリンター用トナー，コンピュー
タプリンター用トナー，コピー機用トナー，ファクシミリ用トナー，印刷用機械器具用トナー
【04】木質ペレット燃料，燃料
【06】金属製のガス配管用鋼管，金属製のガス用バルブ，金属製連結弁，金属製液化ガス
貯蔵槽，金属製管継ぎ手，金属製のガス遮断弁，金属製のガス栓，家庭用ガス器具に用
いる接続金具付金属製フレキシブルホース，金属製のガス貯蔵槽，金属製貯蔵槽類，金
属製バルブ，ＬＰＧ貯蔵槽（金属製），金属製フレキシブルガス管，金属製高圧ガスパイ
プ，低圧金属ホース，ヒューズガス栓（金属製），金属製メーター継手，金属製支柱ユニッ
ト，金属製支柱，金属製燃焼器用ホース，金属製ホース，コンセント型ヒューズボックスガ
ス栓，ガス管用バルブ，ガス遮断弁，ガス安全弁，ガス制御弁，多機能ガス調整弁，ＬＰＧ
容器用バルブ，金属用ガス栓，ネジガス栓，可とう管ガス栓，双方向弁，建築用又は構築
用の金属製専用材料，金属製ＬＰガス用バルク貯蔵槽，ガスコンセント用金属製継手，金
属製ＬＰガス貯蔵槽用バルブ，ガス装置用金属製バルブ，金属製包装用容器（「金属製
栓・金属製ふた」を除く。），建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立て
セット
【07】ペレタイザー，ガス圧力調整器
【09】自動車用ワイヤーハーネス，ワイヤーハーネス，バッテリーケーブル，点火プラグ付
コード，電気自動車用高圧ケーブル，自動車用低圧電線，光ファイバー用コネクター，電
線用コネクター，ケーブル用コネクタ，配電用又は制御用機械器具用のコネクター，電気
用のコネクタ 光コネクタ 電源プラグ その他の電気接続具 充電コネクタ 光コネクタ用
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，歯科用セメント，歯科用補綴充てん用材料，歯科用ワックス，
人工歯用材料，歯科用接着剤
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03,05,10

133

パーレン

通常:
標準

2012/7/6

2012-054890 キュー－メッド アーベー

03,05,10

134

レスチレン

通常:
標準

2012/7/6

2012-054891 キュー－メッド アーベー

05,29
135

Ｂｅｌｌｙ Ｓｌｏｏｍｙ＼ベリースルー
通常
ミー

2012/7/6

2012-054920 株式会社千趣会

136

香るアロマ重曹

通常:
標準

2012/7/6

2012-054950 株式会社 丹羽久

137

138

ＲＯＵＡＧＥ＼スーパー３Ｄキー
通常
プ

図形商標

優先

2012/7/6

2012/7/6

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

指定商品・役務
【03】皮膚の手入れ用化粧品，しわとり用化粧品，日焼け防止用化粧品，メイクアップ用化
粧品，クレンジング用化粧品，頭髪用化粧品，しわ、ひだ、傷跡、口にぬるための、顔や身
体の輪郭を形成するための、そして皮膚を若返らせるための非薬用のジェルやクリーム
から成る化粧品，その他の化粧品
【05】しわ、ひだ、傷跡、口にぬるための、顔や身体の輪郭を形成するための、そして皮膚
を若返らせるための充てん済みシリンジ剤を含むがこれに限定されない単独あるいはキッ
トにおいて販売される皮膚用薬剤から成る医薬品，その他の薬剤（農薬に当たるものを除
く。），歯科用材料
【10】しわ、ひだ、傷跡、口にぬるための、同様に顔や身体の輪郭を形成するためや皮膚
を若返らせるための充てん済みシリンジ剤（すべて注入のために意図されている）を含む
がこれに限定されない単独あるいはキットにおいて販売されるジェルといった埋め込み医
療機器，その他の医療用機械器具（「歩行補助器・松葉づえ」を除く。），人工鼓膜用材
【03】皮膚の手入れ用化粧品，しわとり用化粧品，日焼け防止用化粧品，メイクアップ用化
粧品，クレンジング用化粧品，頭髪用化粧品，しわ、ひだ、傷跡、口にぬるための、顔や身
体の輪郭を形成するための、そして皮膚を若返らせるための非薬用のジェルやクリーム
から成る化粧品，その他の化粧品
【05】しわ、ひだ、傷跡、口にぬるための、顔や身体の輪郭を形成するための、そして皮膚
を若返らせるための充てん済みシリンジ剤を含むがこれに限定されない単独あるいはキッ
トにおいて販売される皮膚用薬剤から成る医薬品，その他の薬剤（農薬に当たるものを除
く。），歯科用材料
【10】しわ、ひだ、傷跡、口にぬるための、同様に顔や身体の輪郭を形成するためや皮膚
を若返らせるための充てん済みシリンジ剤（すべて注入のために意図されている）を含む
がこれに限定されない単独あるいはキットにおいて販売されるジェルといった埋め込み医
療機器，その他の医療用機械器具（「歩行補助器・松葉づえ」を除く。），人工鼓膜用材
【05】サプリメント，薬剤（農薬に当たるものを除く。），乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食
餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【29】乳酸菌飲料のもと，その他の乳製品

03,05

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，薫料
【05】薬剤，入浴剤，サプリメント，はえ取り紙，防虫紙

03

【03】せっけん類，香料，薫料，化粧品，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛，口臭用消臭剤，
動物用防臭剤

03,05,21

【03】化粧品，歯磨き，口内洗浄剤，口臭消臭剤，せっけん類
【05】医療用口内清浄剤，薬剤，歯科用材料
【21】化粧用具，ようじ，デンタルフロス，化粧用スポンジ，歯ブラシ・ようじ・デンタルフロス・
化粧用スポンジのホルダー，歯ブラシ入れ，ようじ入れ，デンタルフロス入れ，化粧用スポ
ンジ入れ

2012-054952 花王株式会社

2012-054979 グラクソ グループ リミテッド

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03,05,11,21,24

139

ＭＩＺＳＥＩ

通常:
標準

2012/7/6

2012-054998 株式会社水生活製作所

03,05,11,21,24

140

図形商標

通常

2012/7/6

2012-055005 株式会社水生活製作所

05
141

図形商標

通常

2012/7/6

2012-055023 久光製薬株式会社

142

ピコット

通常:
標準

2012/7/6

2012-055127 興和株式会社

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

05

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

指定商品・役務
【03】芳香剤，薫料，浴用化粧品，化粧品，せっけん類，愛玩動物用シャンプー，洗い粉，
洗いぬか，髪洗い粉，ガラス用洗浄剤，クレンザー，化粧せっけん，工業用せっけん，シャ
ンプー，石油系合成洗剤，洗濯せっけん，ドライクリーニング剤，ハンドクリーナー，便器洗
浄剤，磨き粉，水せっけん，薬用せっけん，ボディーソープ
【05】浴剤，除菌剤（工業用のもの及び洗濯用のものを除く。）
【11】水道用栓，給水栓，混合栓，単水型水栓，止水栓，分岐型水栓，キッチン用シャワー
付き水栓，浄水装置（工業用・上水用），水道蛇口，業務用浄水器，業務用活水器，業務
用浄活水器，業務用浄水器用カートリッジフィルターその他の付属品，業務用活水器用
カートリッジフィルターその他の付属品，業務用浄活水器用カートリッジフィルターその他
の付属品，水道蛇口用節水弁，キッチンシャワー器具用節水弁，水道用バルブ，水道用
継手，水道用配管部品，水栓用部品，バスタブ用自動水栓装置，水撃防止器，浴室用
シャワー付き水栓，家庭用浄水器，家庭用活水器，家庭用浄活水器，家庭用浄水器用
カートリッジフィルターその他の付属品，家庭用活水器用カートリッジフィルターその他の
付属品，家庭用浄活水器用カートリッジフィルターその他の付属品，浄水機能付きシャ
ワー器具，トイレ用擬音発生器，消臭機能付きトイレ用擬音発生器，シャワー用アダプ
ター，シャワーヘッド，浄水器用プレフィルター，ミネラル水生成器，浴槽類，シャワー器
具，加湿器，家庭用風呂水ろ過器，業務用風呂水ろ過器
【21】手動式美容用マッサージ器，刮莎，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），あかす
り，おしろい入れ，懐中鏡，鏡袋，くし，くし用容器，クリーム入れ，化粧用具セット，化粧用
スポンジ，化粧用はけ，化粧用箱，香水噴霧器，コンパクト，せっけん入れ，洗面用具入
れ，つめ用ブラシ，パフ，歯ブラシ，歯ブラシ入れ，ひげそり用ブラシ，ひげそり用ブラシ立
て，ヘアブラシ，紅筆，まゆ毛用ブラシ，手動式美容用マッサージローラ，浴用ボディスポ
ンジ，浴用ボディブラシ，清掃用具及び洗濯用具，くまで，洗濯板，洗濯挟み，洗濯ブラ
シ，洗面器，雑巾，たらい，たわし，ちりかご，ちり取り，バケツ，はたき，張り板，ほうき，
モップ 物干しざお 物干し用ハンガー 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ 植木
【03】芳香剤，薫料，浴用化粧品，化粧品，せっけん類，愛玩動物用シャンプー，洗い粉，
洗いぬか，髪洗い粉，ガラス用洗浄剤，クレンザー，化粧せっけん，工業用せっけん，シャ
ンプー，石油系合成洗剤，洗濯せっけん，ドライクリーニング剤，ハンドクリーナー，便器洗
浄剤，磨き粉，水せっけん，薬用せっけん，ボディーソープ
【05】浴剤，除菌剤（工業用のもの及び洗濯用のものを除く。）
【11】水道用栓，給水栓，混合栓，単水型水栓，止水栓，分岐型水栓，キッチン用シャワー
付き水栓，浄水装置（工業用・上水用），水道蛇口，業務用浄水器，業務用活水器，業務
用浄活水器，業務用浄水器用カートリッジフィルターその他の付属品，業務用活水器用
カートリッジフィルターその他の付属品，業務用浄活水器用カートリッジフィルターその他
の付属品，水道蛇口用節水弁，キッチンシャワー器具用節水弁，水道用バルブ，水道用
継手，水道用配管部品，水栓用部品，バスタブ用自動水栓装置，水撃防止器，浴室用
シャワー付き水栓，家庭用浄水器，家庭用活水器，家庭用浄活水器，家庭用浄水器用
カートリッジフィルターその他の付属品，家庭用活水器用カートリッジフィルターその他の
付属品，家庭用浄活水器用カートリッジフィルターその他の付属品，浄水機能付きシャ
ワー器具，トイレ用擬音発生器，消臭機能付きトイレ用擬音発生器，シャワー用アダプ
ター，シャワーヘッド，浄水器用プレフィルター，ミネラル水生成器，浴槽類，シャワー器
具，加湿器，家庭用風呂水ろ過器，業務用風呂水ろ過器
【21】手動式美容用マッサージ器，刮莎，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），あかす
り，おしろい入れ，懐中鏡，鏡袋，くし，くし用容器，クリーム入れ，化粧用具セット，化粧用
スポンジ，化粧用はけ，化粧用箱，香水噴霧器，コンパクト，せっけん入れ，洗面用具入
れ，つめ用ブラシ，パフ，歯ブラシ，歯ブラシ入れ，ひげそり用ブラシ，ひげそり用ブラシ立
て，ヘアブラシ，紅筆，まゆ毛用ブラシ，手動式美容用マッサージローラ，浴用ボディスポ
ンジ，浴用ボディブラシ，清掃用具及び洗濯用具，くまで，洗濯板，洗濯挟み，洗濯ブラ
シ，洗面器，雑巾，たらい，たわし，ちりかご，ちり取り，バケツ，はたき，張り板，ほうき，
モップ 物干しざお 物干し用ハンガー 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ 植木
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，創傷被覆材，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，サプリメント，食
餌療法用飲料，食餌療法用食品

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，眼帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.
143

商標（見本）

商標
イニシアル

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,32

2012/7/6

2012-055128 興和株式会社
03,35

144

§ｓｋｉｎ ｈｏｌｉｃ

通常

2012/7/6

2012-055133 株式会社韓国広場

145

ｈｉｔａ＼ｈｉｔａ

通常

2012/7/6

2012-055150 日田天領水の里株式会社

146

水こすめ

通常:
標準

2012/7/6

2012-055151 日田天領水の里株式会社

147

148

149

じょ菌した ぞう

ファブライト

バイオクラスター

通常

通常

通常:
標準

2012/7/2

2012/7/2

2012/7/2

03

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛

03

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛

05

【05】消臭効果を有する除菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く）

05

【05】消臭効果を有する除菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く）

01,03,05,07,11,32

【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料，土壌改良剤，高級脂肪酸，人工甘味料
【03】洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，化粧品，化粧水，クリーム，頭髪用化粧品，香料類，
せっけん類，歯磨き
【05】薬剤，乳糖，乳幼児用粉乳
【07】化学機械器具としての気液溶融装置，魚業用機械器具，食料加工用又は飲料加工
用の機械器具，農業用機械器具，農業用の消毒・殺虫又は防臭用散布機，消毒・殺虫又
は防臭用散布機（農業用のものを除く），半導体製造装置，食器洗浄機，電気洗濯機
【11】汚水浄化装置，し尿処理装置，浄水装置，業務用・家庭用オゾン水生成装置，業務
用・家庭用酸素水生成装置，業務用・家庭用水素水生成装置，オゾン水を利用した業務
用・家庭用減菌装置
【32】飲料用炭酸水・飲料用水素水・飲料用酸素水・飲料用オゾン水・飲料用窒素水その
他の清涼飲料，清涼飲料，ゼリー状清涼飲料，果実飲料，ゼリー状果実飲料，乳清飲料，
ゼリー状乳清飲料，飲料用野菜ジュース，ゼリー状飲料用野菜ジュース
【35】薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益
の提供

2012-056708 株式会社オーク

2012-056709 株式会社オーク

2012-056725 萩原 信子

35
150

オーク製薬

通常

2012/7/2

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

指定商品・役務
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，眼帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】清涼飲料，果実飲料
【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料
【35】化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供

2012-057205 株式会社オーク製薬

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

151

排卵湯

通常

2012/7/2

2012-057206 株式会社オーク製薬

152

Ａｉｔｈｅｒ

通常:
標準

2012/7/5

2012-058009 株式会社アクシージア

区分
【05】薬剤，生薬

03,11

05

【03】つけまつ毛用接着剤，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研
磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【11】美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類
【35】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類
の作成又は監査若しくは証明，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，手動利器・手動工具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おも
【05】薬剤

05

【05】薬剤

05,32

【05】栄養補給用ドリンク剤
【32】清涼飲料，果実飲料

05

【05】Pharmaceutical preparations.
【05】薬剤（医薬用のもの）

35,43

153

§えッ出たの！∞グングンね
∞，，

154

Ｐ Ｍａｒｔ＼ピーマート

155

Ｂｅａｒ

156

157

通常

通常

通常:
標準
きれいになるためのドリンクＳＰ 通常:
４
標準

ＰＥＲＩＢＵ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/7

2012-058850 星 孝一

2012/7/6

2012-058862 有限会社オーシャン・トレード

2012/7/6

2012-058863 有限会社オーシャン・トレード

2012/7/7

2012-058894 世古 恵子

2012/7/4

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

2012-356549

指定商品・役務

05

ＧＥＮＦＡＲＭＡ ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＩＯ
Ｓ．Ｌ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

158

商標（見本）

商標

ＳＯＬＩＢＵ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

159

マド
プロ:
通常

160

ＬＩＰ ＳＰＲＥＡＤ

マド
プロ:
通常:
標準

ＵＮＤＥＲＣＯＶＥＲ ＡＧＥＮＴ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｇａｎｓｈｕｌｉｎ

マド
プロ:
通常:
標準

ｄｏｎｇｂａｏ

マド
プロ:
通常:
標準

161

162

163

164

ＶＡＬＥＮＴＩＮＡ

マド
プロ:
通常

出願日

2012/7/4

2012/7/4

2012/7/2

2012/7/2

2012/7/3

2012/7/3

2012/7/2

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

出願番号

2012-356550

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05

【05】Pharmaceutical preparations.
【05】薬剤（医薬用のもの）

05

【05】Pharmaceutical preparations.
【05】薬剤（医薬用のもの）

03

【03】Cosmetics and non-medicated skin care preparations.
【03】化粧品及び皮膚の手入れ用化粧品（医療用のものを除く。）

03

【03】Cosmetics; non-medicated skin care products.
【03】化粧品，皮膚の手入れ用製品（医療用のものを除く。）

05

【05】Pharmaceutical preparations for human use.
【05】人用の薬剤

05

【05】Pharmaceutical preparations for human use.
【05】人用の薬剤

03

【03】Cosmetics, including night and day creams; cleaning preparations for care of the
face and body, bath foam; shaving foam, aftershaves; foundation makeup; nail polish;
deodorants for men and women; hand and body soaps; hair shampoos and rinses; hair
spray; toothpaste; fragrances, namely perfume, toilet water and essential oils for personal
use for men and women.
【03】化粧品（夜用及び昼用のクリームを含む。），顔及び身体の手入れ用洗浄剤，バス
フォーム（泡立て入浴剤），ひげそり用フォーム，アフターシェーブローション，化粧用ファン
デーション，ネイルエナメル，男性用及び女性用防臭化粧品，ハンドソープ及びボディソー
プ，毛髪用のシャンプー及びリンス，ヘアスプレー，練り歯磨き，香料類及び香水類、すな

ＧＥＮＦＡＲＭＡ ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＩＯ
Ｓ．Ｌ．

2012-356596 ＮＯＶＡＲＴＩＳ ＡＧ

2012-357301 Ｖ ＢＥＡＵＴＥ ＬＬＣ

2012-357302 Ｖ ＢＥＡＵＴＥ ＬＬＣ

2012-357334

2012-357335

Ｔｏｎｇｈｕａ Ｄｏｎｇｂａｏ Ｐｈａｒｍａｃｅｕ
ｔｉｃａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

Ｔｏｎｇｈｕａ Ｄｏｎｇｂａｏ Ｐｈａｒｍａｃｅｕ
ｔｉｃａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

2012-357502 ＶＡＬＥＮＴＩＮＯ Ｓ．Ｐ．Ａ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

商標（見本）

商標

種別

165

マド
ＲＡＭＯＮ ＭＯＮＥＧＡＬ∞ＢＡＲ
プロ:
ＣＥＬＯＮＡ∞ＲＭ
通常

166

ＭＩＲＡＴＩＶ

マド
プロ:
通常:
標準

ＹＢＥＲＴＥＳＳＥ

マド
プロ:
通常:
標準

ＹＢＲＩＴＹ

マド
プロ:
通常:
標準

ＭＡＫＩＺＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＭＡＺＶＩＤＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＮＥＱＩＡ

マド
プロ:
通常:
標準

167

168

169

170

171

出願日

2012/7/6

2012/7/5

2012/7/4

2012/7/4

2012/7/5

2012/7/5

2012/7/5

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

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03

【03】Perfumery and cosmetics.
【03】香料類及び香水類並びに化粧品

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical preparations; hormonal preparations.
【05】薬剤（医薬用のもの），ホルモン剤

05

【05】Pharmaceutical preparations; hormonal preparations.
【05】薬剤（医薬用のもの），ホルモン剤

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤及び医療用製剤，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤及び医療用製剤，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤及び医療用製剤，ワクチン

2012-357566 Ｒａｍoｎ Ｍｏｎｅｇａｌ Ｍａｓo

2012-357859 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-357862 Ｂａｙｅｒ Ａｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

2012-357863 Ｂａｙｅｒ Ａｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

2012-358134 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-358135 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-358136 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

172

173

174

175

176

177

178

商標（見本）

商標

種別

ＭＬＹＯＤＹ

マド
プロ:
通常:
標準

ＮＵＧＥＮＺＯ

マド
プロ:
通常:
標準

ＮＥＭＴＯＲ

マド
プロ:
通常:
標準

ＮＵＧＲＥＸ

マド
プロ:
通常:
標準

ＮＵＧＥＮＺ

マド
プロ:
通常:
標準

ＪＥＬＡＴＥＤ

マド
プロ:
通常:
標準

ＩＮＤＩＡＮ ＲＯＳＥ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/7/6

2012/7/5

2012/7/5

2012/7/5

2012/7/5

2012/7/5

2012/7/4

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

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤及び医療用製剤，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤及び医療用製剤，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤及び医療用製剤，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤及び医療用製剤，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤及び医療用製剤，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤及び医療用製剤，ワクチン

03,18,25

【03】Detergents; bleaching products; fabric softeners; soap; bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing, scouring and abrasive
preparations; cosmetics in general, including perfumes, perfumes in solid form; deodorants
for personal use; soap, liquid soap; cakes of toilet soap; bath foams; dentifrices;
shampoos; essential oils; hair lotions; preparations for permanent hair waves and for
setting hair; gels; hair dyes; face creams; mascara; eyeliners; eye shadows; make-up
pencils; face powder; lipstick; foundation; body creams; nail polish; nail hardeners; suntanning oils and creams.
【18】Bags; handbags; suitcases; backpacks; wallets; coin purses; satchels; document
portfolios made of leather and imitation leather; clutches; trunks [luggage]; skins and
articles of skins not included in other classes; leather and articles of leather not included

2012-358137 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-358138 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-358139 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-358140 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-358141 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-358142 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-358421 ＭＡＧＩＬＩＮ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

179

180

商標（見本）

商標

￠ＭＩＣＲＯＧＡＲＤＥ

種別
マド
プロ:
通常

ＪＢＡＮＳ

マド
プロ:
通常

ＡＤＶＡＮＥＭ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/7/3

2012/7/5

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】Chemical preparations to treat mildew; mothballs; depuratives; sterilising
preparations; antiseptic cotton; vermin destroying preparations; tissues impregnated with
pharmaceutical lotions; mosquito-repellent incense; disinfecting paper tissue; medicinal
sediment (mud).
【05】うどん粉病治療用化学剤，防虫剤，浄化薬，殺菌剤，消毒綿，有害動物駆除剤，
ティッシュに浸み込ませた医薬用ローション剤，蚊取線香，消毒用ティッシュペーパー，医
療用泥

03,09,14,18,25,26

【03】Eyebrow cosmetics; loose face powder; liquid rouge; lip liner; lipsticks; mascara; nail
varnish; make-up preparations; hair creams; body lotions; body oils; bath oil (cosmetics);
baby oil; baby powder; blushers; shower and bath foam; sun-block lotions; suntan lotions;
shaving lotions; shaving foam; cosmetic preparations for eyelashes; skin lotions; skin
cleansers; eyeliner; eye lotions; eye make-up removers; eye shadows; after-shave lotions;
after-shave emulsions; lip coatings; foundations; hand lotions; perfumes; hair styling gels;
hair spray; hair conditioners; mask pack for cosmetic purposes; cosmetics; bath soap;
beauty soap; shampoos; hand cleaners (hand cleaning preparations).
【09】Sunglasses; lenses for sunglasses; snow goggles; goggles for sports; spectacles
(optics); cases for spectacles and sunglasses; spectacle glasses; eyeglass frames;
children's eye glasses; field-glasses; swim goggles.
【14】Shoe ornaments of precious metals; key rings of precious metal; key rings (trinkets
or fobs); jewellery cases; jewellery watches; watches; wristwatches; jewellery; precious
【05】Pharmaceutical preparations, namely anti-infectives; diagnostic preparations for
medical use.
【05】薬剤、すなわち抗感染薬，医療用診断剤

2012-358542 ＣＨＥＮ ＭＡＯＦＡ

2012-358674 ＢＡＮ ＨＥＥ ＳＵＮＧ

05
181

2012/7/5

2012-358837

Ｂａｙｅｒ Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｇ
ｍｂＨ

03

182

Ｓｔｒｅｅｔ Ｓａｉｎｔ

マド
プロ:
通常

2012/7/2

2012-359030 Ｍｅ Ｒｅｎｅｅ， ＬＬＣ

05,30
183

マド
§ｍｙｓｔｅｖｉａ＼ｎａｔｕｒｅ’ｓ ｓｗｅ
プロ:
ｅｔ ｌｅａｆ
通常

2012/7/3

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

2012-359181

指定商品・役務

05

ＳＴＥＶＩＡ ＷＯＲＬＤ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩ
ＭＩＴＥＤ

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

【03】Bath oils for cosmetic purposes; bath powder; bleaching preparations for cosmetic
purposes; cleaner for cosmetic brushes; cleansing creams; colognes, perfumes and
cosmetics; coloring preparations for cosmetic purposes; concealers; cosmetic creams;
cosmetic creams for skin care; cosmetic hand creams; cosmetic masks; cosmetic
massage creams; cosmetic nourishing creams; cosmetic oils; cosmetic pencils; cosmetic
preparations for body care; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations
for nail drying; cosmetic preparations for protecting the skin from the sun's rays;
cosmetic preparations for skin care; cosmetic rouges; cosmetic soaps; cosmetic sunprotecting preparations; cosmetic sun-tanning preparations; cosmetic sunscreen
preparations; cosmetics; cosmetics and cosmetic preparations; cosmetics and make-up;
cosmetics, namely, compacts; cosmetics, namely, lip primer; eye cream; eye gels; eye
liner; eye lotions; eye make-up; eye make-up remover; eye pencils; eye shadow; eyebrow
【05】Sweeteners for medical purposes.
【30】Natural sweeteners.
【05】医療用甘味料
【30】甘味料（天然のもの）
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
25,35

184

ＮＬＹ

マド
プロ:
通常

2012/7/3

2012-359334 ＮＬＹ Ｓｃａｎｄｉｎａｖｉａ ＡＢ

01,05,44

185

ＨＡＲＭＯＮＹ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/3

2012-359467

ＡＲＩＯＳＡ ＤＩＡＧＮＯＳＴＩＣＳ， ＩＮ
Ｃ．

35

186

§Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｉｎｇ＼Ｓｐａｉｎ

マド
プロ:
通常

2012/7/6

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

2012-359585

ＳＰＡＮＩＳＨ ＡＧＲＯＱＵＡＬＩＴＹ ＦＯ
ＯＤ， Ｓ．Ｌ．

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

指定商品・役務
【25】Clothing, footwear, headgear; sports jackets; sports clothing; sports shirts; sports
shoes; sports jerseys.
【35】Retailing, including mail order sale and sale via the internet, of clothing, footwear,
headgear, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, trunks
and travelling bags, umbrellas, parasols, wallets, bags, jewellery, horological and
chronometric instruments, hair bands, hair grips (slides) and clothing accessories; online
information relating to shopping for fashion items; advertising via online electronic
communications networks; marketing of branded goods and fashion items.
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子，スポーツジャケット，運動用被服，スポーツシャ
ツ，運動靴及び運動用特殊靴，スポーツジャージー及び競技用ジャージー
【35】被服，履物，帽子，革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品，トランク及び旅
行用バッグ，傘，日傘，財布，バッグ，宝飾品，計時用具，ヘアバンド，ヘアグリップ及び被
服用アクセサリーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供（通信販売及
びインターネット経由による販売を含む），ファッション製品の買い物に関するオンラインに
よる情報の提供，オンライン電子通信ネットワーク経由による広告，ブランド製品及び
【01】Reagents, preparations and test kits for laboratory analysis of nucleic acids for
scientific or clinical purposes; reagents, preparations and test kits for determining fetal
chromosomal abnormalities for clinical or research use.
【05】Medical test kits comprising reagents for testing body fluids to determine fetal
chromosomal abnormalities; chemical reagents, preparations and test kits for fetal
nucleic acid analysis for medical use; kits consisting primarily of reagents for nucleic acid
detection and analysis.
【44】Medical services for analysis of fetal genetics; genetic prenatal testing for medical
purposes; nucleic acid based testing for medical purposes; medical services in the field of
nucleic acid analysis; medical services in the fields of prenatal testing, diagnosis and
genetics; medical services in the field of prenatal screening.
【01】科学用又は臨床用の核酸の実験分析用の試薬・用剤及び検査キット，科学用又は
臨床用の胎児の染色体異常測定用の試薬・用剤及び検査キット
【05】胎児の染色体異常を測定する体液試験用試薬からなる医療検査キット，胎児の核酸
分析用の化学的試薬・用剤及び検査キット（医療用のもの），主に核酸の検出用及び分析
用の試薬からなるキット
【44】胎児の遺伝子的特徴の分析のための医業，医療のための出生前遺伝子検査，医療
【35】Advertising; business management; business administration; franchising services,
relating to consultancy and assistance in business management, organization and
promotion; administration of franchised business operations; organization of business
presentations in connection with the purchase and sale of goods; administrative services
for the reception of sale orders; retail sale and sale via global computer networks in
connection with all types of foodstuffs; sales promotion for others; intermediary services
in the field of agreements relating to the sale and purchase of goods; advertising,
including promotion of the sale of articles and services for others by means of the
transmission of advertising material and the dissemination of advertising messages in
computer networks; business administration services for processing of sales made via
the Internet; retail sale services in connection with food; providing information concerning
commercial sales; commercial representation, import and export services; organization of

