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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

商標（見本）

1

2

商標

種別

ａｍｉｎｏ＼ＶＩＴＡＬ ＧＯＬＤ∞アミ
通常
ノバイタル ゴールド

育潤

通常:
標準

出願日

2012/7/9

2012/7/9

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】アミノ酸サプリメント，薬剤，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

03,05

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，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，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【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，おむつ，おむつカバー，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
【05】薬剤

05

【05】薬剤

05,42,44

【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
【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，つけづめ，つけ
まつ毛，化粧用コットン，化粧用綿棒

2012-055173 味の素株式会社

2012-055183 小林製薬株式会社

3

ＣＯＮＴＲＯＬＩＮＥ＼コントローリ
通常
ン

2012/7/9

2012-055210 ファイザー・インク

4

ＣＯＮＴＲＯＬＩＮＥ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055211 ファイザー・インク

5

図形商標

通常

2012/7/9

2012-055237 千寿製薬株式会社

6

エアーフィット

通常:
標準

2012/7/9

2012-055238 ロート製薬株式会社

03
35

7

ＯＦＦＩＣＥ ＭＡＳＴＥＲ＼オフィス
通常
マスター

2012/7/9

※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

2012-055242 株式会社ライオン事務器

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

【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，自動車の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬
祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器
具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手
動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台
所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
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No.

商標（見本）
8

商標
ＨＡＷＡＩＩＡＮ ＲＡＩＮＦＯＲＥＳＴ

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05

2012/7/9

2012-055243 株式会社テイク・ゼータ
35

9

ａｑｕａ ｐｏｃｋｅｔ＼アクアポケット 通常

2012/7/9

2012-055264 株式会社サンシャインシティ

01,05,09,10,42

10

ＩＯＮ

通常:
標準

2012/7/9

※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。

2012-055311

ライフ テクノロジーズ コーポレー
ション

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

指定商品・役務
【05】食餌療法用飲料，食事療法用食品，食餌療法用薬剤，同毒療法（ホメオパシー）によ
る治療用薬剤，植物・花を原料としてなる情緒改善治療剤，食餌療法用の食品調整剤，
食餌療法用の食品添加物，植物・花に由来する薬剤，情緒的又は心理的な障害又は不
調を治療するために使用する、植物又は花由来の薬剤，植物又は花由来の治療用薬剤，
【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，家具・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，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，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，宝玉及びその模
造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，理化学機械器
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，写真・写真たての
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，観賞用水槽及びその
付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，お守り・おみ
くじの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 買い物かごの小
【01】試薬・化学品・たんぱく質・酵素及びヌクレオチド（科学用及び研究用のもの），主に試
薬・たんぱく質・酵素及びヌクレオチドから成るキット（遺伝子・生命科学及び生体分子に
関する研究及び分析用のもの），化学品
【05】試薬・化学品・たんぱく質・酵素及びヌクレオチド（医療用及び診断用のもの），主に試
薬・たんぱく質・酵素及びヌクレオチドから成るキット（ヘルスケア・医療及び遺伝子に関す
る診断及び分析用のもの），薬剤（農薬に当たるものを除く。）
【09】科学的データの収集・整理・分析・統合及び通信用のコンピュータソフトウェア，コン
ピュータハードウェア，分析・実験用機器の操作用コンピュータソフトウェア，科学用及び研
究用の科学機器，科学用及び研究用の実験用品，科学用及び研究用の遺伝物質のシー
ケンシング用機器，理化学機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【10】ヘルスケア用・医療用及び診断用の科学機器，ヘルスケア用・医療用及び診断用の
遺伝物質及び生物学的物質の検出・分析及びシーケンシング用機器，医療用機械器具
（「歩行補助器・松葉づえ」を除く。）
【42】科学サービス・ヘルスケアサービス及び医学研究サービス，生物工学・ゲノミクス及
びプロテオミクス，生物学的物質及び遺伝物質の分析及びシーケンシング，たんぱく質ペ
プチド及びアミノ酸の分析，化学分析及び分子解析，その他の生命科学・技術・医療及び
ヘルスケアの分野における相談・分析及びサービス，実験室検査・検証サービス，医療
サービス及びヘルスケアサービス，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建
築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究 土木に関する試験又は研究 農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
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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
03,04,05,21,30,44

11

ライフ エヌケー

通常:
標準

2012/7/9

2012-055321 スペース・ブランズ・リミテッド

03,05
12

Ｌｕｎａ ＬＡＢＯ

通常

2012/7/9

2012-055333 株式会社千趣会

01,05,10
13

§ＳＳＳ

通常

2012/7/9

2012-055338 サンエス石膏株式会社

03,05
14

§月女髪 つきめがみ

通常

2012/7/9

2012-055340 株式会社千趣会

15

レバデックス

通常:
標準

2012/7/9

2012-055349

16

えがおのヘム鉄

通常:
標準

2012/7/9

2012-055358 株式会社えがお

※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。

マップ ファーマシューティカルズ，
インコーポレイテッド

指定商品・役務
【03】洗浄剤・擦り磨き剤及びつや出し剤，化粧品（医療用でないもの。），美容用剤，化粧
品，メイクアップ用化粧品，口紅及びリップグロス，歯磨き，香料類及び香水類，香料類及
び香水類，コロン，化粧水及びオーデコロン，精油，アロマテラピー用製品，身体防臭用化
粧品，制汗用化粧品，日焼け用及び日焼け止め用の用剤及び物質，脱毛剤，マッサージ
オイル，パウダー，クリーム及びローション，ネイルエナメル，ネイルエナメル除去剤，せっ
けん及びシャンプー，ひげそり用及びひげそり後用の用剤，皮膚・身体・顔・目・毛髪・歯及
び爪のコンディショニング用・ケア用及び外観を整えるための化粧品，シャワー用剤及び
浴用剤，バスオイル及びバスソルト，タルカムパウダー，保湿剤，ポプリ，香，線香，室内
用芳香剤及び部屋を芳香で満たすための製品，ベビーオイル及びベビークリーム（医療
用のものを除く。），ベビーワイプ（医療用のものを除く。），脱脂綿
【04】ろうそく，香料入りろうそく，常夜灯用のろうそく，小ろうそく，ろうそく作成キット
【05】医薬用・医療用・獣医用・同種療法用・逆症療法用・治療用・食餌療法用及び衛生用
の製剤及び物質，ビタミン及び栄養剤，栄養補助食品，ミネラルを主成分とする栄養補助
食品，薬用内服液及び薬用食品，消毒剤，防腐剤，薬草調製品，薬草治療薬，薬草を主
成分とする栄養補助食品及び薬草エキス，薬草を主成分とする飲料，ビタミン剤，ミネラ
ル，ミネラル剤，ビタミン及びミネラルを主成分とする栄養補助食品
【21】家庭用又は台所用の器具及び容器（貴金属のものを除く。），くし及びスポンジ，ブラ
シ（絵筆及び塗装用ブラシを除く。），ブラシ製造用材料，清浄用具，スチールウール，未
加工又は半加工のガラス，ガラス製品・磁器製品及び陶器製品（他の類に属するものを除
く。），歯ブラシ及びようじ，身体の衛生用のブラシ，ひげそり用ブラシ，ヘアブラシ，洋服ブ
ラシ，浴用のブラシ，化粧・メイクアップ・眉及びマスカラ用ブラシ，眉用くし，化粧用のアプ
リケーター，おしろい用パフ及びおしろい入れ，爪磨き器，化粧用スポンジ，化粧道具ケー
ス，化粧品用バッグ及び大型バッグ，燭台及びろうそく立て，毛髪用くし及びくし用ケース，
せっけん用ディスペンサー，せっけん用皿，せっけん箱，ナプキンリング，球形茶こし器，
茶振出し器 茶こし器 防臭用具 雑巾 使い捨て雑巾 並びにこれらの部品及び附属品
【03】洗顔せっけん，その他のせっけん類，育毛効果を有する頭皮用ローション，その他の
頭皮用ローション，ヘアーローション，まつ毛用美容液，その他の化粧品，洗顔料，つけづ
め，つけまつ毛
【05】育毛剤，その他の薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント

【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。）
【05】歯科用石こう，歯科用充てん材料，歯科用材料，義歯床材料用分離剤，歯科印象材
用清掃材，歯科印象材用除去剤，歯科用剤，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
【10】医療用機械器具，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，
人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。）
【03】育毛効果を有する頭皮用ローション，その他の頭皮用ローション，ヘアーローション，
その他の化粧品，せっけん類
【05】育毛剤，その他の薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント

05

【05】薬剤

05

【05】ヘム鉄を使用した薬剤，ヘム鉄を使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変質剤，
ヘム鉄を使用した乳幼児用粉乳，ヘム鉄を使用したサプリメント，ヘム鉄を使用した食餌
療法用飲料・食餌療法用食品，ヘム鉄を使用した乳幼児用飲料・乳幼児用食品，ヘム鉄
を使用した栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）

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）2012.07.08～2012.07.14.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
05,30

17

えがおの黒酢黒にんにく

通常:
標準

2012/7/9

2012-055359 株式会社えがお

18

えがおのベータカロテン

通常:
標準

2012/7/9

2012-055360 株式会社えがお

19

えがおの葉酸

通常:
標準

2012/7/9

2012-055361 株式会社えがお

05

05

05,29

20

えがおのナットウキナーゼ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055362 株式会社えがお

05,29,32

21

えがおの青汁コラーゲン

通常:
標準

2012/7/9

※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。

2012-055363 株式会社えがお

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

指定商品・役務
【05】酢とにんにくを使用した薬剤，酢とにんにくを使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強
壮変質剤，酢とにんにくを使用した乳幼児用粉乳，酢とにんにくを主成分とするサプリメン
ト，酢とにんにくを使用した食餌療法用飲料・食餌療法用食品，酢とにんにくを使用した乳
幼児用飲料・乳幼児用食品，酢とにんにくを使用した栄養補助用飼料添加物（薬剤に属す
るものを除く。）
【30】酢とにんにくを使用したアイスクリーム用凝固剤・家庭用食肉軟化剤・ホイップクリー
ム用安定剤，酢とにんにくを使用した食品香料（精油のものを除く。），酢とにんにくを使用
した茶，酢とにんにくを使用したコーヒー・ココア，酢とにんにくを使用した氷，酢とにんにく
を使用した菓子・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，にんにくを使用した酢，酢とにんにくを使用した調味料，酢とにんにくを使用した香
辛料，酢とにんにくを使用したアイスクリームのもと・シャーベットのもと，酢とにんにくを使
用したコーヒー豆，酢とにんにくを使用した穀物の加工品，酢とにんにくを使用したぎょう
ざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラビオリ，酢とにんにくを使用したイーストパウダー・こ
うじ・酵母・ベーキングパウダー，酢とにんにくを使用した即席菓子のもと，酢とにんにくを
使用したパスタソース，酢とにんにくを使用した酒かす，酢とにんにくを使用した米・脱穀済
【05】ベータカロテンを使用した薬剤，ベータカロテンを使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋
養強壮変質剤，ベータカロテンを使用した乳幼児用粉乳，ベータカロテンを主成分とする
サプリメント，ベータカロテンを使用した食餌療法用飲料・食餌療法用食品，ベータカロテ
ンを使用した乳幼児用飲料・乳幼児用食品，ベータカロテンを使用した栄養補助用飼料添
【05】葉酸を使用した薬剤，葉酸を使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変質剤，葉酸
を使用した乳幼児用粉乳，葉酸を主成分とするサプリメント，葉酸を使用した食餌療法用
飲料・食餌療法用食品，葉酸を使用した乳幼児用飲料・乳幼児用食品，葉酸を使用した
栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【05】ナットウキナーゼを使用した薬剤，ナットウキナーゼを使用したビタミン剤・アミノ酸
剤・滋養強壮変質剤，ナットウキナーゼを使用した乳幼児用粉乳，ナットウキナーゼを主
成分とするサプリメント，ナットウキナーゼを使用した食餌療法用飲料・食餌療法用食品，
ナットウキナーゼを使用した乳幼児用飲料・乳幼児用食品，ナットウキナーゼを使用した
栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】ナットウキナーゼを使用した食用油脂，ナットウキナーゼを使用した乳製品，ナットウ
キナーゼを使用した食肉，ナットウキナーゼを使用した卵，ナットウキナーゼを使用した食
用魚介類（生きているものを除く。），ナットウキナーゼを使用した冷凍野菜，ナットウキ
ナーゼを使用した冷凍果実，ナットウキナーゼを使用した肉製品・加工水産物，ナットウキ
ナーゼを使用した加工野菜及び加工果実，ナットウキナーゼを使用した油揚げ・凍り豆
腐・こんにゃく・豆乳・豆腐，納豆，ナットウキナーゼを使用した加工卵，ナットウキナーゼを
使用したカレー・シチュー又はスープのもと，ナットウキナーゼを使用したお茶漬けのり・ふ
りかけ，ナットウキナーゼを使用したなめ物，ナットウキナーゼを使用した豆，ナットウキ
【05】青汁とコラーゲンを使用した薬剤，青汁とコラーゲンを使用したビタミン剤・アミノ酸
剤・滋養強壮変質剤，青汁とコラーゲンを使用した乳幼児用粉乳，青汁とコラーゲンを主
成分とするサプリメント，青汁とコラーゲンを使用した食餌療法用飲料・食餌療法用食品，
青汁とコラーゲンを使用した乳幼児用飲料・乳幼児用食品，青汁とコラーゲンを使用した
栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】青汁とコラーゲンを使用した食用油脂，青汁とコラーゲンを使用した乳製品，青汁とコ
ラーゲンを使用した食肉，青汁とコラーゲンを使用した卵，青汁とコラーゲンを使用した食
用魚介類（生きているものを除く。），青汁とコラーゲンを使用した冷凍野菜，青汁とコラー
ゲンを使用した冷凍果実，青汁とコラーゲンを使用した肉製品・加工水産物，青汁とコラー
ゲンを使用した加工野菜及び加工果実，コラーゲンを使用した調理用青汁，青汁とコラー
ゲンを使用した油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆，青汁とコラーゲンを使用し
た加工卵，青汁とコラーゲンを使用したカレー・シチュー又はスープのもと，青汁とコラーゲ
ンを使用したお茶漬けのり・ふりかけ，青汁とコラーゲンを使用したなめ物，青汁とコラー
ゲンを使用した豆，青汁とコラーゲンを使用した食用たんぱく
【32】青汁とコラーゲンを使用したビール，青汁とコラーゲンを使用した清涼飲料・果実飲
料・飲料用野菜ジュース，コラーゲンを使用した飲料用青汁，青汁とコラーゲンを使用した
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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
05,29,30

22

えがおの黒酢黒大豆

通常:
標準

えがおのウコン

通常:
標準

2012/7/9

2012-055364 株式会社えがお

05,32
23

2012/7/9

2012-055365 株式会社えがお
05,29,32

えがおの青汁酵素

通常:
標準

えがおのコラーゲン

通常:
標準

26

えがおのレスベラトロール

通常:
標準

2012/7/9

2012-055368 株式会社えがお

27

えがおのセサミン

通常:
標準

2012/7/9

2012-055369 株式会社えがお

24

2012/7/9

2012-055366 株式会社えがお

05,32
25

2012/7/9

2012-055367 株式会社えがお
05

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
【05】酢と大豆を使用した薬剤，酢と大豆を使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変質
剤，酢と大豆を使用した乳幼児用粉乳，酢と大豆を主成分とするサプリメント，酢と大豆を
使用した食餌療法用飲料・食餌療法用食品，酢と大豆を使用した乳幼児用飲料・乳幼児
用食品，酢と大豆を使用した栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】酢と大豆を使用した食用油脂，酢と大豆を使用した乳製品，酢と大豆を使用した食
肉，酢と大豆を使用した卵，酢と大豆を使用した食用魚介類（生きているものを除く。），酢
と大豆を使用した冷凍野菜，酢と大豆を使用した冷凍果実，酢と大豆を使用した肉製品・
加工水産物，酢と大豆を使用した加工野菜及び加工果実，酢を使用した加工大豆，酢と
大豆を使用した油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆，酢と大豆を使用した加工
卵，酢と大豆を使用したカレー・シチュー又はスープのもと，酢と大豆を使用したお茶漬け
のり・ふりかけ，酢と大豆を使用したなめ物，酢を使用した大豆，酢と大豆を使用した食用
たんぱく
【30】酢と大豆を使用したアイスクリーム用凝固剤・家庭用食肉軟化剤・ホイップクリーム用
安定剤，酢と大豆を使用した食品香料（精油のものを除く。），酢と大豆を使用した茶，酢と
大豆を使用したコーヒー・ココア，酢と大豆を使用した氷，酢と大豆を使用した菓子・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，酢と大豆を使用
した調味料，大豆を使用した酢，酢と大豆を使用した香辛料，酢と大豆を使用したアイスク
リームのもと・シャーベットのもと，酢と大豆を使用したコーヒー豆，酢と大豆を使用した穀
物の加工品，酢と大豆を使用したぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラビオリ，酢と
大豆を使用したイーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー，酢と大豆を使用した
即席菓子のもと 酢と大豆を使用したパスタソース 酢と大豆を使用した酒かす 酢と大豆
【05】ウコンを使用した薬剤，ウコンを使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変質剤，ウ
コンを使用した乳幼児用粉乳，ウコンを主成分とするサプリメント，ウコンを使用した食餌
療法用飲料・食餌療法用食品，ウコンを使用した乳幼児用飲料・乳幼児用食品，ウコンを
使用した栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【32】ウコンを使用したビール，ウコンを使用した清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュー
ス，ウコンを使用したビール製造用ホップエキス，ウコンを使用した乳清飲料
【05】青汁と酵素を使用した薬剤，青汁と酵素を使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮
変質剤，青汁と酵素を使用した乳幼児用粉乳，青汁と酵素を主成分とするサプリメント，青
汁と酵素を使用した食餌療法用飲料・食餌療法用食品，青汁と酵素を使用した乳幼児用
飲料・乳幼児用食品，青汁と酵素を使用した栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するもの
を除く。）
【29】青汁と酵素を使用した食用油脂，青汁と酵素を使用した乳製品，青汁と酵素を使用し
た食肉，青汁と酵素を使用した卵，青汁と酵素を使用した食用魚介類（生きているものを
除く。），青汁と酵素を使用した冷凍野菜，青汁と酵素を使用した冷凍果実，青汁と酵素を
使用した肉製品・加工水産物，青汁と酵素を使用した加工野菜及び加工果実，酵素を使
用した調理用青汁，青汁と酵素を使用した油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納
豆，青汁と酵素を使用した加工卵，青汁と酵素を使用したカレー・シチュー又はスープのも
と，青汁と酵素を使用したお茶漬けのり・ふりかけ，青汁と酵素を使用したなめ物，青汁と
酵素を使用した豆，青汁と酵素を使用した食用たんぱく
【32】青汁と酵素を使用したビール，青汁と酵素を使用した清涼飲料・果実飲料・飲料用野
【05】コラーゲンを使用した薬剤，コラーゲンを使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変
質剤，コラーゲンを使用した乳幼児用粉乳，コラーゲンを主成分とするサプリメント，コラー
ゲンを使用した食餌療法用飲料・食餌療法用食品，コラーゲンを使用した乳幼児用飲料・
乳幼児用食品，コラーゲンを使用した栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【32】コラーゲンを使用したビール，コラーゲンを使用した清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜
ジュース，コラーゲンを使用したビール製造用ホップエキス，コラーゲンを使用した乳清飲
【05】レスベラトロールを使用した薬剤，レスベラトロールを使用したビタミン剤・アミノ酸剤・
滋養強壮変質剤，レスベラトロールを使用した乳幼児用粉乳，レスベラトロールを主成分
とするサプリメント，レスベラトロールを使用した食餌療法用飲料・食餌療法用食品，レス
ベラトロールを使用した乳幼児用飲料・乳幼児用食品，レスベラトロールを使用した栄養
補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【05】セサミンを使用した薬剤，セサミンを使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変質
剤，セサミンを使用した乳幼児用粉乳，セサミンを主成分とするサプリメント，セサミンを使
用した食餌療法用飲料・食餌療法用食品，セサミンを使用した乳幼児用飲料・乳幼児用食
品，セサミンを使用した栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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
05,29,32

28

えがおの乳酸菌

通常:
標準

2012/7/9

2012-055370 株式会社えがお

03,05
29

ｙｕｓｋｉｎＡ

通常

2012/7/9

2012-055371 ユースキン製薬株式会社

35,41

30

みんなのミュージアム

通常:
標準

2012/7/9

2012-055380 株式会社清水メガネ

05,29,30
31

愛菜習慣

通常:
標準

2012/7/9

2012-055381 三笠産業株式会社

05
32

タチカワ＼電解カルシウム

通常

2012/7/9

※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】乳酸菌を使用した薬剤，乳酸菌を使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変質剤，
乳酸菌を使用した乳幼児用粉乳，乳酸菌を主成分とするサプリメント，乳酸菌を使用した
食餌療法用飲料・食餌療法用食品，乳酸菌を使用した乳幼児用飲料・乳幼児用食品，乳
酸菌を使用した栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】乳酸菌を使用した食用油脂，乳製品，乳酸菌を使用した食肉，乳酸菌を使用した卵，
乳酸菌を使用した食用魚介類（生きているものを除く。），乳酸菌を使用した冷凍野菜，乳
酸菌を使用した冷凍果実，乳酸菌を使用した肉製品・加工水産物，乳酸菌を使用した加
工野菜及び加工果実，乳酸菌を使用した油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆，
乳酸菌を使用した加工卵，乳酸菌を使用したカレー・シチュー又はスープのもと，乳酸菌を
使用したお茶漬けのり・ふりかけ，乳酸菌を使用したなめ物，乳酸菌を使用した豆，乳酸
菌を使用した食用たんぱく
【32】乳酸菌を使用したビール，乳酸菌を使用した清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュー
【03】せっけん類，化粧品
【05】薬剤

2012-055405 株式會社山崎帝國堂

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

【35】インターネットのウェブサイト上の広告用スペースの貸与及びこれに関する情報の提
供，インターネットのウェブサイト上における見本市及び展示即売会の企画・運営又は開
催，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，財務書類の作成
に関する情報の提供，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
【05】野菜を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加
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，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。），薬剤
【29】乾燥野菜，加工野菜及び加工果実，冷凍野菜，野菜を主材とする惣菜，カレー・シ
チュー又はスープのもと，ふりかけ，乳製品，食用油脂
【30】菓子，パン，サンドイッチ，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，中華まんじゅ
う，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，即席菓子のもと，穀物の加工品，調味料，
香辛料，食用粉類
【05】カルシウム剤，乳幼児用カルシウム飲料，乳幼児用カルシウム食品，カルシウムを
主原料とするサプリメント

9／35

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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
03,05,21,35,44

33

§ＰＰ

通常

2012/7/9

2012-055420 株式会社 ＭＴＧ

指定商品・役務
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【05】薬剤
【21】化粧品用容器に取り付けて用いる炭酸ガスを使用した化粧水噴霧器，その他の化粧
用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）
【35】商品の販売に関する情報の提供，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
【44】美容，理容

01,05,09,10,14,16,1 【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，
8,21,24,25,32,33,35, 肥料，高級脂肪酸，人工甘味料，原料プラスチック
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），燻蒸剤（農薬に当たるものに限る。），殺菌剤（農
41,42,43
薬に当たるものに限る。），殺そ剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるも

34

ＯＩＳＴ∞ＯＫＩＮＡＷＡ ＩＮＳＴＩＴＵ
ＴＥ ＯＦ ＳＣＩＥＮＣＥ ＡＮＤ Ｔ
ＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＧＲＡＤＵＡＴＥ 通常
ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ＼沖縄科学技術
大学院大学

2012/7/9

2012-055421

学校法人沖縄科学技術大学院大学
学園

03
35

36

37

ＤＲ’Ｓ∞Ｍａｓｔｉｃ ＆＼Ａｒｏｍａ 通常

図形商標

図形商標

通常

通常

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

※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。

のに限る。），除草剤，防虫剤（農薬に当たるものに限る。），防腐剤（農薬に当たるものに
限る。），歯科用材料，サプリメント，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。）
【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電気磁気測定器，電
子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【10】医療用機械器具
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，記念カップ，記念たて，身飾品（「カフ
スボタン」を除く。），カフスボタン，時計
【16】紙製包装容器，プラスチック製包装用袋，文房具類，印刷物，写真
【18】かばん類，袋物，傘
【21】ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），ガラ
ス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。），食器類，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，貯金箱
【24】織物（「畳べり地」を除く。），メリヤス生地，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，織物製椅子カバー，織物製壁
掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳
【25】被服，ナイトキャップ，帽子，げた，草履類，水上スポーツ用特殊衣服
【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，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，求人情報の提供，新聞記事情
報の提供
【41】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
【03】歯磨き，化粧品，せっけん類，香料，薫料，口臭用消臭剤，つけづめ，つけまつ毛

2012-055449 お口の健康株式会社

05,31

【05】薬剤，動物用薬剤，衛生用薬剤，獣医科用の食餌療法用食品・飲料・薬剤，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），獣医科用飼料添加剤，動物用の医療用飲
料，獣医科用薬剤，プロテインを主原料とする動物用の栄養補助用飼料添加物（薬剤に
属するものを除く。），医療用又は獣医科用の化学試薬，動物用口腔用剤，動物用の医療
用口中清涼剤
【31】ペットフード，飼料用骨，動物用噛み餌，動物用ビスケット，その他の飼料，飼料用た
んぱく，動物（生きているものに限る。），動物用寝わら，愛玩動物用芳香砂（寝わら）

05,31

【05】薬剤，動物用薬剤，衛生用薬剤，獣医科用の食餌療法用食品・飲料・薬剤，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），獣医科用飼料添加剤，動物用の医療用飲
料，獣医科用薬剤，プロテインを主原料とする動物用の栄養補助用飼料添加物（薬剤に
属するものを除く。），医療用又は獣医科用の化学試薬，動物用口腔用剤，動物用の医療
用口中清涼剤
【31】ペットフード，飼料用骨，動物用噛み餌，動物用ビスケット，その他の飼料，飼料用た
んぱく，動物（生きているものに限る。），動物用寝わら，愛玩動物用芳香砂（寝わら）

2012-055468 マスターフーズ株式会社

2012-055469 マスターフーズ株式会社

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）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

38

商標（見本）

商標

図形商標

種別

通常

出願日

2012/7/9

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】薬剤，動物用薬剤，衛生用薬剤，獣医科用の食餌療法用食品・飲料・薬剤，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），獣医科用飼料添加剤，動物用の医療用飲
料，獣医科用薬剤，プロテインを主原料とする動物用の栄養補助用飼料添加物（薬剤に
属するものを除く。），医療用又は獣医科用の化学試薬，動物用口腔用剤，動物用の医療
用口中清涼剤
【31】ペットフード，飼料用骨，動物用噛み餌，動物用ビスケット，その他の飼料，飼料用た
んぱく，動物（生きているものに限る。），動物用寝わら，愛玩動物用芳香砂（寝わら）

05,31

【05】薬剤，動物用薬剤，衛生用薬剤，獣医科用の食餌療法用食品・飲料・薬剤，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），獣医科用飼料添加剤，動物用の医療用飲
料，獣医科用薬剤，プロテインを主原料とする動物用の栄養補助用飼料添加物（薬剤に
属するものを除く。），医療用又は獣医科用の化学試薬，動物用口腔用剤，動物用の医療
用口中清涼剤
【31】ペットフード，飼料用骨，動物用噛み餌，動物用ビスケット，その他の飼料，飼料用た
んぱく，動物（生きているものに限る。），動物用寝わら，愛玩動物用芳香砂（寝わら）

01,03,05

【01】化学品，工業用化学品，界面活性剤，せっけん及び洗浄剤の製造用の化学品，工業
用除菌剤，工業用抗菌剤，工業用洗浄剤，起泡剤
【03】家庭用洗浄剤
【05】薬剤，衛生用殺菌消毒剤
【05】薬剤，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，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを
除く。）
【29】トマトソースを加えた乳製品，冷凍トマト，トマトソースを加えた肉製品，トマトソースを
加えた加工水産物，加工トマト，トマトソースを加えた加工卵，トマト入りのカレー・シ
チュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと，トマトスープ，乾燥トマト入りのお茶漬け
のり，乾燥トマト入りのふりかけ
【30】トマトを加えた菓子及びパン，スライストマト入りのハンバーガー，スライストマト入り
のピザ，トマトソースつきのホットドッグ，トマトソースつきのミートパイ，トマトケチャップ，ト
マトソース，粉末トマトを加えたカレー粉，トマトソースつきの穀物の加工品，スライストマト
入りのべんとう，トマトソースつきのラビオリ，トマトソースつきのドリア，トマトソースつきの
リゾット，即席菓子のもと，トマト入りパスタソース
【31】釣り用餌，海藻類，野菜，果実，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗
木，花，牧草，盆栽
【32】トマト果汁を加えたビール，トマトジュース，トマト果汁を加えた清涼飲料・果実飲料・
【16】文房具類，カレンダー，日記帳，その他の印刷物
【35】広告業，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，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
【35】薬剤および医療補助品の小売りまたは卸売り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，歯磨きおよび石けん類の小売りまたは卸売りの業務において行
われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売りまたは卸売りの業務において行われ
る顧客に対する便益の提供

2012-055470 マスターフーズ株式会社

39

図形商標

通常

2012/7/9

40

ＬＥＢＯＮ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055583 三洋化成工業株式会社

2012-055471 マスターフーズ株式会社

05,29,30,31,32

41

トマト党

通常:
標準

2012/7/10 2012-055608 カゴメ株式会社

16,35

42

月読生活＼Ｔｓｕｋｉｙｏｍｉ Ｌｉｆｅ

通常

2012/7/10 2012-055654 合同会社 月の農楽部

43

夢美創

通常:
標準

2012/7/10 2012-055698 株式会社ルネット

35

※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

05,31

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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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
35

44

麗人創

通常:
標準

2012/7/10 2012-055699 株式会社ルネット

45

ブルーベリースウィート－アイ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055700 株式会社ルネット

46

コラーゲン－アイ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055701 株式会社ルネット

35

35

07,08,14,26,35

47

§Ｔｉ＋

通常

2012/7/10 2012-055711 株式会社木下技研

05

48

クリーンテン＼Ｃｌｅａｎｔｅｎ

通常

2012/7/10 2012-055720 株式会社ワールドバイオ

05
49

ファインケアシート

通常:
標準

2012/7/10 2012-055721 ユニ・チャーム株式会社

※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。

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

指定商品・役務
【35】薬剤および医療補助品の小売りまたは卸売り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，歯磨きおよび石けん類の小売りまたは卸売りの業務において行
われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売りまたは卸売りの業務において行われ
る顧客に対する便益の提供
【35】薬剤および医療補助品の小売りまたは卸売り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，歯磨きおよび石けん類の小売りまたは卸売りの業務において行
われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売りまたは卸売りの業務において行われ
る顧客に対する便益の提供
【35】薬剤および医療補助品の小売りまたは卸売り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，歯磨きおよび石けん類の小売りまたは卸売りの業務において行
われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売りまたは卸売りの業務において行われ
る顧客に対する便益の提供
【07】旋盤用バイト・動力付き手持工具・切削工具・その他の金属加工機械器具並びにそ
の部品及び附属品，化学機械器具，繊維機械器具，農業用機械器具，靴製造機械，製革
機械，機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機
【08】手動利器，手動工具，ピンセット，靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限
る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュアセット，ピッケ
ル，水中ナイフ，水中ナイフ保持具
【14】身飾品，貴金属，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，貴金属製靴飾り，
時計
【26】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，腕止め，被服用はとめ，組みひも，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
【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・靴飾
りの小売又は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，身飾品・その他
の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，手動
利器・手動工具・金具及びキーホルダ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，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，骨及びインプラント用補綴充てん用材料・ピンセット・
その他の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，薬剤の小売又は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 金属加工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
【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
【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，創傷（褥瘡）被覆材，滅菌パッ
ドつき絆創膏，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，
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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

50

ＣＵ∞ＣＶＳ＼ｆｏｒ＼Ｙｏｕ

優先

2012/7/10 2012-055726

ビー・ジー・エフ・リテイル・カンパ
ニー・リミテッド

35

51

ＢＧＦ

通常

2012/7/10 2012-055727

ビー・ジー・エフ・リテイル・カンパ
ニー・リミテッド

35

52

§ｓｔｏｒｅ∞Ｆ

優先

2012/7/10 2012-055728

ビー・ジー・エフ・リテイル・カンパ
ニー・リミテッド

03
53

54

55

図形商標

和漢箋∞わかんせん

通常

通常

ｅｐｉｓｔｅｍｅ∞ｔｒｅａｔｍｅｎｔ＼ｃｌｅａｒ
通常
＼ｂａｓｅ

指定商品・役務
【35】コンビニエンス・ストア，百貨店サービス，大規模ディスカウント・ストアサービス，スー
パーマーケットサービス，広告の代理，経理事務の代行，薬剤の卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食料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，菓子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，アルコー
ル飲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，巻きたばこの小売の
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，靴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，かば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，おもちゃの小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動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，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，電子機器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，装飾
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，眼鏡の小売の業務におい
【35】コンビニエンス・ストア，百貨店サービス，大規模ディスカウント・ストアサービス，スー
パーマーケットサービス，広告の代理，経理事務の代行，薬剤の卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食料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，菓子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，アルコー
ル飲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，巻きたばこの小売の
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，靴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，かば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，おもちゃの小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動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，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，電子機器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，装飾
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，眼鏡の小売の業務におい
【35】コンビニエンス・ストア，百貨店サービス，大規模ディスカウント・ストアサービス，スー
パーマーケットサービス，広告の代理，経理事務の代行，薬剤の卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食料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，菓子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，アルコー
ル飲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，巻きたばこの小売の
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，靴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，かば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，おもちゃの小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動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，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，電子機器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，装飾
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，眼鏡の小売の業務におい
【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，つけづめ，つけ
まつ毛，化粧用コットン，化粧用綿棒

2012/7/10 2012-055730 ロート製薬株式会社

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
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，つけづめ，つけ
まつ毛，化粧用コットン，化粧用綿棒

2012/7/10 2012-055733 ロート製薬株式会社

2012/7/10 2012-055734 ロート製薬株式会社

※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。

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）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

56

商標（見本）

商標

種別

ｅｐｉｓｔｅｍｅ∞ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｃｌｅａｒ
通常
＼ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ

57

ｅｐｉｓｔｅｍｅ∞ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｃｌｅａｒ
通常
＼ｐｏｗｄｅｒ

58

通常:
標準

アガラクト

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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，つけづめ，つけ
まつ毛，化粧用コットン，化粧用綿棒

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，つけづめ，つけ
まつ毛，化粧用コットン，化粧用綿棒

05

【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，尿吸収用パッド，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，おむつ，おむつカバー，失禁用パンツ，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。）
【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，
肥料，陶磁器用釉薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，試験紙，人工
甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・
装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【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，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，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
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
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろ
うそく
【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，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，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。），人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，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，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵
槽類 いかり 金属製輸送用コンテナ かな床 はちの巣 金属製金具 ワイヤロープ 金
【05】乳児用食品，医療用衛生剤，医療用茶，食餌療法用食品・飲料・砂糖・代用砂糖，薬
用コーヒー飲料・ココア飲料・チョコレート飲料又はシロップ，歯科用ワックス，薬剤，人体
消毒用衛生剤，動物用薬剤
【32】アルコールを含まない炭酸飲料，炭酸及びアルコールを含まない清涼飲料・果実飲
料・飲料用野菜ジュース，炭酸を含む果実飲料及び炭酸を含まない果実飲料，炭酸を含
むノンアルコールカクテルのもと及び炭酸を含まないノンアルコールカクテルのもと，炭酸
を含む飲料水・ミネラルウォーター及び炭酸を含まない飲料水・ミネラルウォーター，薬草
を加味した清涼飲料（医療用でないもの），低カロリーの清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜
ジュース（医療用でないもの），果実を使用したスムージー，ビール，アルコール分を含ま
ないビール風味の清涼飲料，シロップ又はエキスで作られたアルコールを含まないサイ
ダー，飲料製造用のアルコールを含まない天然の又は人工の果実・果実の皮・種・野菜・

2012/7/10 2012-055735 ロート製薬株式会社

2012/7/10 2012-055736 ロート製薬株式会社

2012/7/10 2012-055760 小林製薬株式会社
01,02,03,04,05,06,0
7,08,09,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,32,3
3,34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45

59

ＯＬＹＭＰＵＳ

防護

2012/7/10 2012-055765 オリンパス株式会社

05,32

60

ＧＯ ＦＲＥＥ

通常:
標準

指定商品・役務

03

2012/7/10 2012-055782 アショーリアン、ジャムシッド

※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。

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）2012.07.08～2012.07.14.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

61

ルトーレ＼Ｌｅｔｏｒｒｅ

通常

2012/7/10 2012-055784 エイボン・プロダクツ株式会社

62

ファバオファイヤー

通常:
標準

2012/7/10 2012-055821 ディービーシー エルエルシー

01,05,29
05,09,16,29,30,32,3
5,38,41,42,43,44

63

ボディキー

通常:
標準

2012/7/10 2012-055825 アルティコア インコーポレイテッド

05
64

かど丸＼ＫＡＤＯＭＡＲＵ

通常

2012/7/10 2012-055831 第一三共ヘルスケア株式会社

※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。

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

指定商品・役務
【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，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，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
【01】食品添加物として用いられる化学品，たんぱく質及び酵素，脂肪酸
【05】サプリメント，栄養補助食品，医療用食欲抑制剤
【29】食用たんぱく
【05】サプリメント，栄養サプリメント，栄養サプリメントとして使用されるプロテインパウ
ダー，棒状のミールリプレースメント，スナックバー，液状又は粉末状のミールリプレースメ
ント飲料，医療用栄養添加剤，食餌療法用の食品調製剤，臨床用食餌療法用食品，その
他の医療用食餌療法用飲料・食品，乳幼児用粉乳，乳幼児の離乳用加工食品
【09】体重管理プログラムに使用されるコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア
及びそれらの周辺機器、すなわち食事日記トラッキング・活動計画・メニュー計画・カロリー
トラッカー・レシピ計算及び結果トラッキング用のソフトウェア，デジタル教材、すなわち減
量・体重管理・栄養及び運動に関する情報を含むＣＤ・ＤＶＤ及びダウンロード可能なファイ
ル，体重管理用ソフトウェアを含む携帯電話用コンピュータ応用ソフトウェア，電子日記
帳，電子計算機，電子計算機用プログラム，コンピュータ周辺機器，録音又は録画済みＣ
Ｄ・ＤＶＤ・記録媒体，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，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，電子出版
物，携帯電話機用プログラム，携帯用電子式日記帳，電子応用機械器具及びその部品，
電気通信機械器具，測定機械器具
【16】体重管理・栄養及び運動の分野における日記帳・カレンダー・バインダー・定期刊行
物及びパンフレット，体重管理・栄養及び運動の分野における訓練及び教育に関する印
刷物及びマニュアル，日記帳，カレンダー，バインダー，定期刊行物，パンフレット，印刷
物，文房具類，写真
【29】家禽肉・魚・魚介類・牛肉・豚肉及び野菜を主原料とする調理済み加工食品，栄養強
化された加工果実，ビタミン及びミネラルで強化されたナッツを主成分とするスナック菓
子，加工水産物，加工野菜及び加工果実，加工食料品
【30】パスタ・米又はその他の穀物を主原料とする調理済み加工食品，ビタミン及びミネラ
ルで強化されたコーンシロップ・食用粉類並びに穀物を主原料とするスナック食品，栄養
強化されたクッキー，茶，ティーバッグ入りの茶，コーヒー及びココア，調味料，香辛料，穀
物の加工品，菓子及びパン
【32】スポーツ飲料 アイソトニック飲料 アイソトニック飲料のもと 果実飲料 フレーバー
【05】薬剤，ばんそうこう
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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

03,09,14,16,18,21,2 【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
4,25,26,28,30,31,35, め，つけまつ毛
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具（「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロト
40,43,45
ロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱器・磁気探知機・地震探鉱機

65

ＭＡＩＳＯＮ＼ＤＥ＼ＲＥＥＦＵＲ

通常

2012/7/10 2012-055955 株式会社ジュン

14,16,18,26,31,35,4
0,45

66

Ｌｅｓ ｐｅｔｉｔｓ ｂｏｎｈｅｕｒｓ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055956 株式会社ジュン

03
67

みるくマッコリ

68

ＳＰＯＲ－ＫＬＥＮＺ

69

ＳＰＯＲＤＥＸ

通常

優先:
標準
優先:
標準

械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知
機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。），電子管，半導体素子，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），電子計算機用プログラム，
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，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，宝玉及びその模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾
品，時計
【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，写真立て
【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
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），ガラス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラス製
ふた」を除く。），鍋類，コーヒー沸かし（電気式のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類，調
理用具，アイスペール，こしょう入れ，砂糖入れ，ざる，塩振り出し容器，しゃもじ，じょうご，
ストロー，膳，栓抜，卵立て，タルト取り分け用へら，ナプキンホルダー，ナプキンリング，
鍋敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，盆，ようじ，ようじ入れ，ろうそく消し，ろうそく立
て，花瓶，水盤
【24】織物（「畳べり地」を除く。），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，織物製
椅子カバー 織物製壁掛け カーテン テーブル掛け どん帳
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾
品，時計
【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，写真立て
【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
【26】テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，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，造花
【31】生花の花輪，海藻類，野菜，果実，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
盆栽
【35】家具・電気機械器具類・手動利器・手動工具及び金具・台所用品・清掃用具及び洗
濯用具・薬剤及び医療補助品・農耕用品・花及び木・燃料・印刷物・紙類及び文房具類・
運動具・おもちゃ・人形及び娯楽用具・楽器及びレコード・写真機械器具及び写真材料・時
計及び眼鏡・たばこ及び喫煙用具・宝玉及びその模造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，糊及び接着剤・靴クリーム及び靴墨・つやだし剤・植
物性天然香料及びその他の香料・におい袋・ポプリ・家庭用手動式ローラーマッサージ器
（美容用のものを除く。）・ラベルプリンタ・事務用ラミネーター及び事務用裁断機・測定機
械器具・ショッピングカート・救命用具・スプレー式消火器・携帯用防犯ブザー・防犯用スプ
レー・防護マスク・金属製包装容器・ガラス製又は陶磁器製の包装容器・プラスチックス製
包装用容器・紙製包装材・布製手さげ付包装用袋・手提げバスケット・買物かご・家庭用バ
スケット・皮革製の包装容器・手芸用糸及び毛糸・テープ及びリボン・編みレース生地及び
刺しゅうレース生地・ひも及び革ひも・アイロン台及び霧吹き・ネームプレート及び表札・あ
んどん及びちょうちん・ガスランプ及び石油ランプ並びにその部品及び付属品・のぼり及び
【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，つけづめ，つけ
まつ毛

2012/7/10 2012-055964 株式会社銀座コスメティックラボ

2012/7/11 2012-055984 ステリス コーポレイション
2012/7/11 2012-055985 ステリス コーポレイション

※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。

05

【05】衛生用殺菌消毒剤，医療用殺菌剤，家庭用殺菌剤，工業用殺菌剤，業務用殺菌剤，
その他の殺菌剤

05

【05】滅菌効果を確認するために使用される、胞子懸濁液・培地・胞子ストリップ・胞子ディ
スク・胞子クーポンの性質を有するバイオロジカルインジケーター及びこれらの構成要素
を含む培養セットならびに試験セット

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）2012.07.08～2012.07.14.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
03,21

70

ＩＮＣＬＯＶＥＲ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056016 株式会社住商ドラッグストアーズ

05
71

ＡｉｍＰｈａｒｍａ

通常

2012/7/11 2012-056078 エイムファーマ インコーポレーテッド

09,25,35,36,39

72

§ＪＰ＼ＰＯＳＴ

通常

2012/7/11 2012-056107 日本郵政株式会社

※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。

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，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，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
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
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用
刷毛，船舶ブラシ，家事用手袋，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，アイロン台，霧吹
き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し，ろうそく立て，
家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，ねずみ取り器，はえたたき，植木鉢，家庭園芸用の水耕
式植物栽培器，じょうろ，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，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，貯金箱，お守り，おみくじ，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，観賞魚用水槽及びその附属品，トイレット
ペーパーホルダー，花瓶，水盤，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，靴ブラシ，靴べ
ら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，シューツリー，コッフェル，ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚
【05】麻酔薬，鎮痛剤，抗真菌剤，抗がん剤，抗糖尿病薬，医薬用酵素，医療用ホルモン，
消化器疾患の治療用薬剤，中枢神経系用薬剤，眼又は眼球内の手術に用いる薬剤，高
血圧治療剤，骨疾患の治療用薬剤，ウイルス性疾患及び感染性疾患の治療用薬剤及び
がん治療薬，呼吸器疾患及びぜんそくの治療用薬剤，がんの予防及び治療用の薬剤，そ
の他の薬剤

【09】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
【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
【35】広告業，車両の内外における広告，屋外広告物による広告，ダイレクトメールによる
広告，広告宣伝物の企画及び製作，広告の企画，インターネットにおける広告用スペース
の提供及びこれに関する情報の提供，ディスプレーによる広告，宅配による広告物・試供
品の配布，宅配便及びメール便の伝票による広告，トレーディングスタンプの発行，ポイン
トカード会員の募集及び会員の管理，販売又は営業促進のためのクーポン券の発行，イ
ンターネット・カタログ又は電子メールを利用して行う商品の売買契約の取次ぎ及びこれに
係る情報の提供，競売の運営，新聞・雑誌・書籍の予約購読の取次ぎ，宛名書き及び書
類の封入・封緘・発送の代行，印刷物の発送代行，ＯＣＲで行う文書の複製，光学式読取
り方式で行う手続き文書の複製，通信販売の注文・受注・発注に関する事務処理の代行，
ガソリンの販売に関する事務の代行，コンピュータデータベースの情報構築及び情報編
集，荷物の送り状の作成に関する事務の代行，荷役用パレット等の商品の伝票処理・出
荷確認処理・入荷確認処理等の事務の代行，海外留学に関する事務の代理又は代行，
海外留学の事務手続に関する情報の提供，外国の研修生の受入れに関する事務の代理
又は代行，銀行のキャッシュカード・各種クレジットカードの紛失・盗難通知事務に関する
情報の提供，銀行のキャッシュカード・各種クレジットカードの紛失・盗難通知事務の代行・
媒介又は取次ぎ，軽油の販売に関する事務の代行，建築物の管理に関する一般事務及
び経理事務の代行，顧客管理・商品の仕入・配送に関する事務の代行・在庫管理の代
行，自動車学校入校契約に関する事務の代行・媒介又は取次ぎ，集金に関する事務処理
の代行，請求書発行事務の代理又は代行，通信教育講座の入会契約に関する事務の代
行・媒介又は取次ぎ，督促状の発行事務の代行，電子式複写機又はこれらに準ずる事務
用機器の操作 コンピュータの操作又はこれに関する助言 広告スペースの提供 事務用

17／35

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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

03,04,05,08,09,10,1 【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
1,16,18,20,21,24,25, 剤，洗濯用漂白剤，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
29,30,31,32,33,35,3 用接着剤，靴クリーム，靴墨，せっけん類，歯磨き，化粧品，つけづめ，つけまつ毛
【04】靴油，保革油，燃料，ろう，ランプ用灯しん，ろうそく
6,37,38,39,41,42,45 【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，

73

日本郵便

通常:
標準

2012/7/11 2012-056108 日本郵政株式会社

03,05,07,09,11,21,3
0,35,36,39,40,43,44

74

郵便局

通常:
標準

2012/7/11 2012-056110 日本郵政株式会社

※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。

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

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，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，サプリメント
【08】ピンセット，電気アイロン，電気かみそり及び電気バリカン，手動利器，エッグスライ
サー（電気式のものを除く。），角砂糖挟み，かつお節削り器，缶切，くるみ割り器，スプー
ン，チーズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），
フォーク，ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュアセット
【09】業務用テレビゲーム機用プログラム，電池，眼鏡，眼鏡の部品及び附属品，家庭用
テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，運動用保護ヘルメット，ウエイトベルト，エアタンク，レギュレー
ター，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，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，電
子出版物
【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，業務用
美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器，しびん，病人用差込み便
器，耳かき
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，アイスボックス，氷冷蔵庫，あんか，懐
炉，懐炉灰，湯たんぽ
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用
袋，プラスチック製ごみ収集用袋，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，紙製テーブルクロス，紙類，写真，写真立て
【18】乗馬用具
【03】口臭用消臭剤，動物用消臭剤，薫料
【05】おむつ，おむつカバー，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳児用飲
料，乳児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【07】農業用機械器具，電気洗濯機，業務用攪はん混合機，業務用皮むき機，業務用切さ
い機，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，機械要素（陸上の乗物用のもの
を除く。）
【09】太陽電池，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，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
【11】化学繊維製造用乾燥機，熱風乾燥機，製パン機，ベニア製造用乾燥機，収穫用乾燥
機
【21】台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。），貯金箱
【30】中華まんじゅう，パスタソース
【35】車両の内外における広告，屋外広告物による広告，ダイレクトメールによる広告，広
告宣伝物の企画及び製作，広告の企画，インターネットにおける広告用スペースの提供
及びこれに関する情報の提供，ディスプレーによる広告，宅配による広告物・試供品の配
布，宅配便及びメール便の伝票による広告，インターネット・カタログ又は電子メールを利
用して行う商品の売買契約の取次ぎ及びこれに係る情報の提供，雑誌・書籍の予約購読
の取次ぎ，宛名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行，印刷物の発送代行，コンピュー
タデータベースへの情報編集，複写機の提供，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
【36】金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地
の賃借権の信託の引受け，信用購入あっせん，商品代金の徴収の代行，有価証券の売
買，有価証券指数等先物取引，有価証券オプション取引，外国市場証券先物取引，有価
証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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

03,05,09,16,33,34,3 【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤
【05】おむつカバー，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
5,39,40,43,44,45

75

ＪＡＰＡＮ ＰＯＳＴ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056111 日本郵政株式会社

76

ＳＨＵＷＡＲＩ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056157 水口 宰男

01,05
03,05

77

ＨＥＲＢＡＬ ＡＮＳＷＥＲ

通常:
標準

ＬＩＰ ＶＩＢＲＡＮＣＥ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056161 ブリステックス インコーポレーテッド

03,05
78

2012/7/11 2012-056162 ブリステックス インコーポレーテッド

※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。

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

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。）
【09】太陽電池，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，電子出版物
【16】プラスチック製包装用袋，印刷物，切手帳，はがき
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【34】紙巻きたばこ用紙，たばこ，喫煙用具，マッチ
【35】車両の内外における広告，屋外広告物による広告，ダイレクトメールによる広告，広
告宣伝物の企画及び製作，広告の企画，インターネットにおける広告用スペースの提供
及びこれに関する情報の提供，ディスプレーによる広告，宅配による広告物・試供品の配
布，宅配便及びメール便の伝票による広告，トレーディングスタンプの発行，ポイントカード
会員の募集及び会員の管理，販売又は営業促進のためのクーポン券の発行，コールセン
ター事業の運営及び事業の管理，インターネット・カタログ又は電子メールを利用して行う
商品の売買契約の取次ぎ及びこれに係る情報の提供，雑誌・書籍の予約購読の取次ぎ，
宛名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行，印刷物の発送代行，ＯＣＲで行う文書の複
製，光学式読取り方式で行う手続き文書の複製，カタログを利用した通信販売の注文・受
注・発注に関する事務処理の代行，ガソリンの販売に関する事務の代行，コンピュータ
データベースへの情報編集，荷物の送り状の作成に関する事務の代行，荷役用パレット
等の商品の伝票処理・出荷確認処理・入荷確認処理等の事務の代行，海外留学に関す
る事務の代理又は代行，海外留学の事務手続に関する情報の提供，外国の研修生の受
入れに関する事務の代理又は代行，銀行のキャッシュカード・各種クレジットカードの紛
失・盗難通知事務に関する情報の提供，コンピューターのオンラインシステムによる商品
の受注事務，銀行のキャッシュカード・各種クレジットカードの紛失・盗難通知事務の代行・
媒介又は取次ぎ，軽油の販売に関する事務の代行，建築物の管理に関する一般事務及
び経理事務の代行 顧客管理・商品の仕入・配送に関する事務の代行・在庫管理の代
【01】水，精製水
【05】目薬
【03】ハーブを配合した化粧品，ハーブを配合した皮膚の手入れ用化粧品，ハーブを配合
したせっけん類，ハーブを配合したスキンケア用クレンザー，ハーブを配合したリップク
リーム，ハーブを配合した日焼け止め用化粧品，ハーブを配合したリップローション，ハー
ブを配合した口唇用ジェル状化粧品，ハーブを配合した口唇用軟膏クリーム（医療用のも
のを除く。），ハーブを配合した口唇用バーム
【05】ハーブを配合した薬剤，ハーブを配合した外皮用薬剤，ハーブを配合した口唇用治
療薬，ハーブを配合した薬用リップクリーム（「薬剤」に属するものに限る。），ハーブを配合
した日焼けを防ぐための医療用製剤
【03】唇の手入れ用化粧品，唇の洗浄用せっけん類，リップクリーム，唇の日焼け止め用
化粧品，リップローション，口唇用ジェル状化粧品，口唇用軟膏クリーム（医療用のものを
除く。），口唇用バーム
【05】口唇用薬剤，口唇用治療薬，薬用リップクリーム（「薬剤」に属するものに限る。），唇
の日焼けを防ぐための医療用製剤
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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

03,05,21,29,30,32,3 【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，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
5

79

§ｕ

通常

2012/7/11 2012-056170 株式会社キセキファクトリー

80

まごラブ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056176 ディップ株式会社

35,42

35,42
81

まごラブ

通常

2012/7/11 2012-056180 ディップ株式会社

82

まごラブ

通常

2012/7/11 2012-056181 ディップ株式会社

83

ＢＩＷＡＫＯ ＲＩＢＢＯＮ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056182 中川リボン株式会社

ＧＥＮＥＰＯＣ

優先:
標準

84

35,42

【35】通信販売，商品の販売に関する情報提供，商品販売の代行，商品の販売促進のた
めの企画及び実行の代理および助言
【42】ソーシャルネットワーキング用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ソー
シャルネットワーキングの電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守

35

【35】雑誌，新聞，インターネット，による広告。また被服，かばん類及び袋物，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。

05,09,10

【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，衛生マスク，医療用腕環，医療用ネックレス
【29】乳製品，食肉，卵，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，豆腐
【30】茶，コーヒ及びココア，菓子及びパン，調味料，穀物の加工品，べんとう，酵母
【32】ビール，清涼飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【33】白酒，しょうちゅうその他の日本酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【43】飲食物の提供
【44】美容，はり，きゅう，医業，健康管理の指導及び助言，栄養の指導，医療用機械器具
の貸与，老人の養護及び介護

2012/7/11 2012-056185 ジェネポック インコーポレイテッド
05,29,30,32,33,43,4
4

85

源寿挑戦

通常:
標準

2012/7/11 2012-056187 株式会社国際メディカル研究所

※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。

用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品（化粧用マスク型パックシートを含む。），香料（アロマオイ
ルを含む。），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】薬剤（入浴剤を含む。），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，はえ取り紙，防虫
紙，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。），人工受精用精液
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，化粧用具（手動式美容用ローラーを含む。），おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工
業用刷毛，船舶ブラシ，家事用手袋，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・加熱機・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し，ろうそく
立て，家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，ねずみ取り器，はえたたき，植木鉢，家庭園芸用
の水耕式植物栽培器，じょうろ，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，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，貯金箱，お守り，おみくじ，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，観賞魚用水槽及びその附属品，トイ
レットペーパーホルダー，花瓶，水盤，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，靴ブラシ，
靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，シューツリー，コッフェル，ブラシ用牛毛・たぬきの
毛・豚毛及び馬毛，アロマテラピー用ポット
【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
【35】通信販売，商品の販売に関する情報提供，商品販売の代行，商品の販売促進のた
めの企画及び実行の代理および助言
【42】ソーシャルネットワーキング用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ソー
シャルネットワーキングの電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守
【35】通信販売，商品の販売に関する情報提供，商品販売の代行，商品の販売促進のた
めの企画及び実行の代理および助言
【42】ソーシャルネットワーキング用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ソー
シャルネットワーキングの電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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
29,30,31,32,33,35

86

サンホーム＼ＳＵＮＨＯＭＥ

通常

2012/7/11 2012-056234 尾家産業株式会社

05

87

▲統▼一

通常

2012/7/11 2012-056248 統一企業股▲分▼有限公司

05

88

§Ｕｎｉｆ

通常

2012/7/11 2012-056249 統一企業股▲分▼有限公司

※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。
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指定商品・役務
【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
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，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，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，
イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，パスタソース，酒
かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン，食用粉類
【31】食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜（「茶の葉」を除く。），果実，あ
わ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子
類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，種卵
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【35】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，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
【05】漢方薬，西洋医学用薬剤，薬剤（人用のもの），ビタミン剤，医療用試薬，薬剤，栄養
補助サプリメント，栄養補助食品，鶏肉の抽出エキスを主原料とする錠剤状・棒状・ブロッ
ク状・固形状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・飴状又は液体状の加工食品，たら
肝油，ハーブを主原料とするサプリメント，サプリメント，栄養補助を目的とする複合ビタミ
ン剤，食事代用栄養補助サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，殺そ剤（農薬
に当たるものに限る。），殺菌剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるもの
に限る。），防虫剤（農薬に当たるものに限る。），防腐剤（農薬に当たるものに限る。），燻
蒸剤（農薬に当たるものに限る。），環境衛生用薬剤，衛生用薬剤，衛生用殺菌消毒剤，
衛生マスク，生理用ナプキン，生理用タンポン，歯科用充てん材料，歯科用材料，コンタク
トレンズ用溶液，はえ取り紙，防虫紙，獣医科用薬剤，動物用洗浄剤（薬剤に属するもの
に限る。），乳幼児用粉乳，乳幼児用調整粉乳，乳幼児用栄養補助食品，乳幼児用飲料，
乳幼児用食品，中味の入っている救急箱，空気浄化剤，空気脱臭剤，失禁用おむつ，失
禁用吸収性パンツ，おむつ，おむつカバー，生理用パンティ，生理帯，胸当てパッド，医療
用油紙，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯
【05】漢方薬，西洋医学用薬剤，薬剤（人用のもの），ビタミン剤，医療用試薬，薬剤，栄養
補助サプリメント，栄養補助食品，鶏肉の抽出エキスを主原料とする錠剤状・棒状・ブロッ
ク状・固形状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・飴状又は液体状の加工食品，たら
肝油，ハーブを主原料とするサプリメント，サプリメント，栄養補助を目的とする複合ビタミ
ン剤，食事代用栄養補助サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，殺そ剤（農薬
に当たるものに限る。），殺菌剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるもの
に限る。），防虫剤（農薬に当たるものに限る。），防腐剤（農薬に当たるものに限る。），燻
蒸剤（農薬に当たるものに限る。），環境衛生用薬剤，衛生用薬剤，衛生用殺菌消毒剤，
衛生マスク，生理用ナプキン，生理用タンポン，歯科用充てん材料，歯科用材料，コンタク
トレンズ用溶液，はえ取り紙，防虫紙，獣医科用薬剤，動物用洗浄剤（薬剤に属するもの
に限る。），乳幼児用粉乳，乳幼児用調整粉乳，乳幼児用栄養補助食品，乳幼児用飲料，
乳幼児用食品，中味の入っている救急箱，空気浄化剤，空気脱臭剤，失禁用おむつ，失
禁用吸収性パンツ，おむつ，おむつカバー，生理用パンティ，生理帯，胸当てパッド，医療
用油紙，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯
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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

89

Ｕｎｉ－Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ

通常

2012/7/11 2012-056250 統一企業股▲分▼有限公司

01,03,05,32
90

図形商標

通常

2012/7/11 2012-056259 林原 健

03
91

ウル・オス プラス

通常

指定商品・役務
【05】漢方薬，西洋医学用薬剤，薬剤（人用のもの），ビタミン剤，医療用試薬，薬剤，栄養
補助サプリメント，栄養補助食品，鶏肉の抽出エキスを主原料とする錠剤状・棒状・ブロッ
ク状・固形状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・飴状又は液体状の加工食品，たら
肝油，ハーブを主原料とするサプリメント，サプリメント，栄養補助を目的とする複合ビタミ
ン剤，食事代用栄養補助サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，殺そ剤（農薬
に当たるものに限る。），殺菌剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるもの
に限る。），防虫剤（農薬に当たるものに限る。），防腐剤（農薬に当たるものに限る。），燻
蒸剤（農薬に当たるものに限る。），環境衛生用薬剤，衛生用薬剤，衛生用殺菌消毒剤，
衛生マスク，生理用ナプキン，生理用タンポン，歯科用充てん材料，歯科用材料，コンタク
トレンズ用溶液，はえ取り紙，防虫紙，獣医科用薬剤，動物用洗浄剤（薬剤に属するもの
に限る。），乳幼児用粉乳，乳幼児用調整粉乳，乳幼児用栄養補助食品，乳幼児用飲料，
乳幼児用食品，中味の入っている救急箱，空気浄化剤，空気脱臭剤，失禁用おむつ，失
禁用吸収性パンツ，おむつ，おむつカバー，生理用パンティ，生理帯，胸当てパッド，医療
用油紙，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯
【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，
肥料，写真材料，人工甘味料，工業用粉類
【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
【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。）
【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
【03】口臭用消臭剤，化粧せっけん，シャンプー，薬用せっけん，その他のせっけん類，歯
磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛

2012/7/11 2012-056262 大塚製薬株式会社

01,05,09,11

トリオメッド イノベーションズ コーポ
レイション

92

ＴＲＩＯＭＥＤ

優先

2012/7/11 2012-056276

93

極上リラックス

通常:
標準

2012/7/11 2012-056284 アース製薬株式会社

94

みどりの香り

通常:
標準

2012/7/11 2012-056286 アース製薬株式会社

05

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。
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【01】微生物の除菌・殺菌用合成樹脂，合成樹脂
【05】創傷用ドレッシング，浮遊微小粒子・微生物及び化学剤に対する保護用の抗菌性塗
材・被覆材・被覆剤・薬剤・物質及び製品，微生物除去用のスプレー式殺菌剤及び消毒
剤，抗菌用・抗化学剤用製品，抗菌性・抗化学剤性製品，医療用・治療用製品，殺菌剤・
消毒剤及び薬剤，医療用機械器具及びそれらの部品・附属品
【09】浮遊微小粒子・微生物及び化学剤に対する使い捨て式の保護用マスク及び呼吸マ
スク（人工呼吸器用のものを除く。），保護用マスク及び呼吸マスク（人工呼吸器用のもの
を除く。）並びにそれらの部品・附属品
【11】流体・液体及び気体の濾過用フィルター及び濾過用膜，フィルター及び膜，濾過用機
械器具及び濾過清浄化用機械器具並びにそれらの部品・附属品
【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，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，サプリメント，栄養補助用飼料
添加物（薬剤に属するものを除く。）
【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，はえ取り紙，防虫紙，サプリメント，栄養補助用飼料
添加物（薬剤に属するものを除く。）
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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

01,05,10,20,31,40,4 【01】幹細胞（医療用のもの及び獣医科用のものを除く。），生化学用試薬（医療用のもの
及び獣医科用のものを除く。），たんぱく質及び酵素，微生物用及び細胞培養用培地（医
2,43,44

95

ＫＢＬ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056351 オリエンタル酵母工業株式会社

05
96

97

98

サラテクト＼フリー

サラテクト＼ピュア

カゼバリア

通常

通常

通常:
標準

2012/7/11 2012-056362 アース製薬株式会社

05

【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，はえ取り紙，防虫紙，サプリメント，栄養補助用飼料
添加物（薬剤に属するものを除く。）

05,30,32

【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，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【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，香辛料，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野
【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，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【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，香辛料，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野

2012/7/11 2012-056363 アース製薬株式会社

2012/7/12 2012-056424 大正製薬株式会社

05,30,32
99

カゼテクト

通常:
標準

2012/7/12 2012-056425 大正製薬株式会社

※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。

療用のもの及び獣医科用のものを除く。），化学品，肥料，高級脂肪酸，試験紙
【05】獣医科用幹細胞，医療用及び獣医科用の培養微生物，医療用及び獣医科用の微生
物調製剤，医療用及び獣医科用試薬，診断用試薬キット，獣医科用の抗体物質，血清，
獣医科用酵素，獣医科用培地，医療及び臨床に使用する細胞，獣医科用の生物学的培
養組織，獣医科用アミノ酸，獣医科用剤，獣医科用飼料添加剤，獣医科用生物学的製
剤，獣医科用薬剤，獣医科用油脂，獣医科用たんぱく質，臓器製剤，薬剤（農薬に当たる
ものを除く。），栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【10】獣医科用機械器具
【20】実験動物用飼育容器及びその附属品
【31】飼料用たんぱく，魚用餌，飼料，獣類，実験用動物，魚類（食用のものを除く。），鳥類
及び昆虫類（生きているものに限る。）
【40】生体組織の凍結加工，モノクローナル抗体の調製，ポリクローナル抗体の調製，受
託による医薬品及び動物用薬剤の抽出・精製又は合成，受託による培地・緩衝剤及び試
薬の製造，受託によるＤＮＡ合成，受託による化学物質の合成，受託によるたんぱく質・化
学品の生産及び加工，受託による医薬品・農業用化学品・化学品の製造，と殺
【42】バイオテクノロジーに関する試験又は研究，遺伝子に関する試験又は研究，遺伝子
の試験・検査又は研究及びこれらに関する情報の提供，免疫学的検査・研究，細胞・組織
培養に関する試験・検査又は研究，薬剤に関する試験・検査・分析・調査及び研究開発，
化学に関する試験・検査又は研究，化学に関する試験・検査又は研究に関する情報の提
供，化学に関する試験・検査又は研究並びにこれらに関する助言，化学品の試験・検査・
評価又は研究，農業・畜産・水産に関する試験・検査・研究又は助言
【43】動物の宿泊施設の提供，動物用手術室の貸与，研究室の貸与
【44】水産動植物の養殖，実験用動物の飼育，実験用動物の交配及び繁殖，動物及び卵
の遺伝子検査，動物の飼育及び治療，動物の健康診断，獣医科用機械器具の貸与，実
験用動物の飼育管理の分野における指導及び助言，動物の栄養・繁殖及び飼育に関す
るコンサルティング 動物の飼育に関するデータの収集及びその情報の提供
【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，はえ取り紙，防虫紙，サプリメント，栄養補助用飼料
添加物（薬剤に属するものを除く。）

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）2012.07.08～2012.07.14.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
05,30,32

100

フルシールド

通常:
標準

2012/7/12 2012-056427 大正製薬株式会社

05
101

大正製薬ホールディングス

通常

2012/7/12 2012-056428 大正製薬株式会社

05
102

§ＴＡＩＳＨＯ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩ
通常
ＣＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ

103

ＴＥＦＩＮＡ

104

遺体保全剤 ＤＯＭＳ

優先:
標準
通常:
標準

2012/7/12 2012-056429 大正製薬株式会社

トリメル バイオファーマ，エスアール 05
エル
05
2012/7/12 2012-056472 株式会社ビー・ハウス
2012/7/12 2012-056437

01,03,05
105

ＦＴＤ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056486 富士フイルム株式会社
03,05,09,16,21,32,4
4

106

美人暦

通常

2012/7/12 2012-056565 株式会社 資生堂

03,05,09,16,21,32,4
4
107

§１２ヵ月の美人暦

通常

2012/7/12 2012-056566 株式会社 資生堂

108

Ｔｒａｎｓａｔａｋ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056585 高砂香料工業株式会社

03,30

※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.
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指定商品・役務
【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，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【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，香辛料，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野
【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，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料

【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，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料

【05】テストステロン剤，その他の薬剤（農薬に当たるものを除く。）
【05】遺体保全のために使用される殺菌消臭剤
【01】食品添加物として用いられる化学品，健康食品の添加物として用いられる化学品，
化粧品及びスキンケア用品の原材料として用いられる化学品，医薬品製造用化学品，医
薬部外品製造用化学品，その他の化学品
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【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
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き
【05】薬剤，サプリメント
【09】電子出版物
【16】印刷物
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く）
【32】清涼飲料
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，は
り
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き
【05】薬剤，サプリメント
【09】電子出版物
【16】印刷物
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く）
【32】清涼飲料
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，は
り
【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，
薫料
【30】食品香料（精油のものを除く。），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，香辛料，アイスクリー
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

109

110

商標（見本）

商標

種別

Ｅ．Ｃ．Ｇ‐５０５

通常

バイオアクティビスト

通常:
標準

バイオアクティビズム

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
【05】薬剤用崩壊剤

03,05,30,32

【03】化粧品
【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【03】化粧品
【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，宝飾品，ネックレス，ブレスレット，
イアリング，指輪，装身用ピン，ブローチ，鎖用宝飾品，ネクタイ止め，ネクタイピン，人造
宝飾品，その他の身飾品，キーホルダー，宝石箱，腕時計，時計バンド，目覚まし時計，
その他の時計及び計時用具，記念カップ，記念たて
【35】被服・履物・帽子・サングラス・眼鏡・宝飾品・時計・身の回り品・薬剤・化粧品・香料
類・キャンドル・食器類・文房具類・卓上文房具・皮革製その他のかばん類及び袋物・バッ
グ・台所用品・清掃用具・洗濯用具・ガラス製品・家具・家庭用リネン製品・織物・寝具類の
小売販売・カタログ又はオンラインによる通信販売・その他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，広告業，事業の管理，事務処理の代行
【03】ベビー用の浴用発泡剤，ベビーヘアコンディショナー，ベビーローション，ベビーオイ
ル，ベビーパウダー，ベビーシャンプー，ベビーワイプ，棒状せっけん，ボディローション，
スクラブ剤を配合してなるボディ用洗浄剤，ボディスプレー，口臭用消臭剤，化粧用パッ
ド，化粧用ペンシル，化粧品，身体用防臭剤及び制汗剤，洗顔料，スクラブ剤を配合して
なる洗顔料，香料及び薫料，毛髪用洗浄剤，毛髪用着色剤，ヘアコンディショナー，ヘアス
タイリング剤，家庭用洗浄剤，洗口液，つめ磨き用化粧品，ネイルエナメル，ネイルエナメ
ル用ベースコート，ネイルエナメル落とし，ネイルエナメル用トップコート，ネイルストレング
スナー，非薬用のおむつかぶれ用軟膏及びローション，非薬用の浴用化粧品，非薬用の
スキンケア用化粧品，非薬用の日焼け止め用化粧品，香り付きの室内用スプレー，ひげ
そり用剤，歯用洗浄剤，歯用ホワイトニング剤，せっけん類
【04】ろうそく，たき付け，暖炉用丸太，パティオトーチ，燃料
【09】音楽・瞑想指導・インスピレーションメッセージ及び自助指導を内容とするコンパクト
ディスク，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
【16】アドレス帳，スケジュール帳，アートパッド，アート紙，絵筆及び塗装用ブラシ，美術用
鉛筆及びペンシル，美術用ペン，美術工芸用クレイキット，美術工芸用ペイントキット，ベ
ビーブック，日記帳，カレンダー，ぬり絵本，化粧用ペンシルシャープナー，クレヨン，装飾
用紙製蝶形リボン，額入り版画，ギフトバッグ，ギフトボックス，ギフト包装用紙，グリーティ
ングカード，レターオープナー，マーカー，ノートカード，紙ナプキン，紙製テーブルリネン，
写真アルバム，招待状用カード，スクラップブック型アルバム，装飾塗工用ブラシ，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，写真立て
【18】多目的キャリーバッグ，動物用引きひも，身体に装着するベビーキャリー，バックパッ
ク ブリーフケース 愛玩動物用首輪 化粧道具入れ おむつ入れバッグ 犬用被服類
【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，薫料，つけまつ毛用接着剤，口臭用消臭剤

2012/7/12 2012-056607 五徳薬品株式会社

2012/7/12 2012-056648 モリンダ インコーポレーテッド
03,05,30,32

111

2012/7/12 2012-056649 モリンダ インコーポレーテッド
14,35

112

ＣＲＥＷＣＵＴＳ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056652

ジェイ クルー インターナショナル
インコーポレイテッド

03,04,09,16,18,24,2
5

113

ＡＲＴ ＯＦ ＧＲＡＣＥ

通常

2012/7/12 2012-056664 クリスティーナ エム． カルリーノ

114

カンテーヌ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056696 株式会社アメイズプラス

03
03

115

ｈｉｔａ＼ｈｉｔａ

通常

指定商品・役務

05

2012/7/12 2012-056814 日田天領水の里株式会社

※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。

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

116

117

118

商標（見本）

商標

ミケブロック＼ＭＩＫＥＢＬＯＣＫ

スタークルメイト＼ＳＴＡＲＫＬＥ
ＭＡＴＥ

種別

通常

通常

アットショッピング＼＠ ｓｈｏｐｐｉ
通常
ｎｇ

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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，
肥料
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤
【05】薬剤，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，栄養
補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）

05

【05】薬剤，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，栄養
補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）

35

【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
【03】育毛効果のあるヘアーシャンプー，育毛効果のあるヘアートリートメント，育毛効果の
あるヘアーリンス，育毛効果のあるヘアーコンディショナー，育毛効果のあるヘアーロー
ション，育毛効果のあるヘアークリーム，育毛効果のあるヘアーフォーム，育毛効果のあ
るヘアージェル，育毛効果のあるヘアートニック，育毛効果のあるヘアーリキッド，育毛効
果のあるヘアーオイル，育毛効果のあるポマード，育毛効果のあるヘアーワックス，育毛
効果のあるチック，育毛効果のあるヘアースプレー，育毛効果のあるヘアーウォーター，
育毛効果のあるまつげ美容液
【05】薬用育毛剤
【35】薬剤の小売又は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，調剤

2012/7/13 2012-056849 三井化学アグロ株式会社

2012/7/13 2012-056850 三井化学アグロ株式会社

2012/7/13 2012-056855 メディア株式会社

03,05
119

§ＣＧ

通常

2012/7/13 2012-056877 株式会社ドクターＭ

35,44
120

ＤＡＩＩＣＨＩ ＣＬＩＮＩＣ＼ＨＡＭＡＭ
通常
ＡＴＳＵＣＨＯ

指定商品・役務

01,02,05

2012/7/13 2012-056995 竹越 昭彦

※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/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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

121

Ｒｅｒａ＼ＣＨＩＴＯＳＥ ＯＵＴＬＥＴ
通常
ＭＡＬＬ

2012/7/13 2012-057015 千歳マネージメント有限会社

05,29,30,32

122

メイフロー

通常:
標準

2012/7/13 2012-057034 株式会社明治

05,29,30,32

123

メイフリーテ

通常:
標準

2012/7/13 2012-057035 株式会社明治

05,29,30,32

124

メイバランスフロー

通常:
標準

2012/7/13 2012-057036 株式会社明治

※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
【35】ショッピングモール事業の運営，不動産開発事業の管理，ショッピングセンター・ショッ
ピングモールの事業の運営・管理，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，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，葬祭用具の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及び
せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用
品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業
務にお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
【05】医療用でん粉，医療用ゼラチン，医療用ミネラルウォーター，医療用栄養添加剤，医
療用栄養補助剤，食品添加用ミネラル（医療用のものに限る。），食餌療法用食品，食餌
療法用加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品調整剤，咀嚼嚥下障害者用食品，
ゼラチン・増粘多糖類を主原料とする粉末状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品，乳糖，
乳幼児用粉乳
【29】たんぱく質・脂質・糖質を主原料とする流動状・ゼリー状・液状・粉状・固形状の加工
食品，乳製品，食用油脂，食肉，肉製品，卵，加工卵，食用魚介類（生きているものを除
く），加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，寒天，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，豆
乳，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，穀物の加工品，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
【05】医療用でん粉，医療用ゼラチン，医療用ミネラルウォーター，医療用栄養添加剤，医
療用栄養補助剤，食品添加用ミネラル（医療用のものに限る。），食餌療法用食品，食餌
療法用加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品調整剤，咀嚼嚥下障害者用食品，
ゼラチン・増粘多糖類を主原料とする粉末状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品，乳糖，
乳幼児用粉乳
【29】たんぱく質・脂質・糖質を主原料とする流動状・ゼリー状・液状・粉状・固形状の加工
食品，乳製品，食用油脂，食肉，肉製品，卵，加工卵，食用魚介類（生きているものを除
く），加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，寒天，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，豆
乳，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，穀物の加工品，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
【05】医療用でん粉，医療用ゼラチン，医療用ミネラルウォーター，医療用栄養添加剤，医
療用栄養補助剤，食品添加用ミネラル（医療用のものに限る。），食餌療法用食品，食餌
療法用加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品調整剤，咀嚼嚥下障害者用食品，
ゼラチン・増粘多糖類を主原料とする粉末状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品，乳糖，
乳幼児用粉乳
【29】たんぱく質・脂質・糖質を主原料とする流動状・ゼリー状・液状・粉状・固形状の加工
食品，乳製品，食用油脂，食肉，肉製品，卵，加工卵，食用魚介類（生きているものを除
く），加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，寒天，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，豆
乳，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，穀物の加工品，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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
05,29,30,32

125

メイプッシュ

通常:
標準

2012/7/13 2012-057037 株式会社明治

05,29,30,32

126

メイショット

通常:
標準

2012/7/13 2012-057038 株式会社明治

05,32
127

宝▲礦▼力水特

通常

2012/7/13 2012-057069 大塚製薬株式会社

05,32
128

寶礦力水特

通常

2012/7/13 2012-057070 大塚製薬株式会社

05,32
129

寶礦力水得

通常

2012/7/13 2012-057071 大塚製薬株式会社

05,32
130

ハングル（図）

通常

131

アグリリン

通常:
標準

132

ザグリッド

通常:
標準

2012/7/13 2012-057072 大塚製薬株式会社

シャイア
2012/7/13 2012-057136 ンシング
シャップ
シャイア
2012/7/13 2012-057137 ンシング
シャップ

※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。

インターナショナル ライセ 05
ベスローテン フェンノート
インターナショナル ライセ 05
ベスローテン フェンノート

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

指定商品・役務
【05】医療用でん粉，医療用ゼラチン，医療用ミネラルウォーター，医療用栄養添加剤，医
療用栄養補助剤，食品添加用ミネラル（医療用のものに限る。），食餌療法用食品，食餌
療法用加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品調整剤，咀嚼嚥下障害者用食品，
ゼラチン・増粘多糖類を主原料とする粉末状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品，乳糖，
乳幼児用粉乳
【29】たんぱく質・脂質・糖質を主原料とする流動状・ゼリー状・液状・粉状・固形状の加工
食品，乳製品，食用油脂，食肉，肉製品，卵，加工卵，食用魚介類（生きているものを除
く），加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，寒天，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，豆
乳，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，穀物の加工品，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
【05】医療用でん粉，医療用ゼラチン，医療用ミネラルウォーター，医療用栄養添加剤，医
療用栄養補助剤，食品添加用ミネラル（医療用のものに限る。），食餌療法用食品，食餌
療法用加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品調整剤，咀嚼嚥下障害者用食品，
ゼラチン・増粘多糖類を主原料とする粉末状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品，乳糖，
乳幼児用粉乳
【29】たんぱく質・脂質・糖質を主原料とする流動状・ゼリー状・液状・粉状・固形状の加工
食品，乳製品，食用油脂，食肉，肉製品，卵，加工卵，食用魚介類（生きているものを除
く），加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，寒天，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，豆
乳，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，穀物の加工品，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
【05】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飲料用野菜ジュース，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，乳幼児の離乳育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用菓子，乳幼
児用食品
【32】ビール，電解質補給用清涼飲料，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビー
ル製造用ホ プ キス 乳清飲料
【05】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飲料用野菜ジュース，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，乳幼児の離乳育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用菓子，乳幼
児用食品
【32】ビール，電解質補給用清涼飲料，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビー
ル製造用ホ プ キス 乳清飲料
【05】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飲料用野菜ジュース，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，乳幼児の離乳育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用菓子，乳幼
児用食品
【32】ビール，電解質補給用清涼飲料，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビー
ル製造用ホ プ キス 乳清飲料
【05】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飲料用野菜ジュース，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，乳幼児の離乳育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用菓子，乳幼
児用食品
【32】ビール，電解質補給用清涼飲料，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビー
ル製造用ホ プ キス 乳清飲料
【05】薬剤

【05】薬剤
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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

03,09,14,18,20,24,2 【03】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
5,26,35

133

Ｍｅ％

通常

2012/7/13 2012-057146 株式会社ポイント

18,24,25,35

134

§Ｈｅａｔｈｅｒ∞ｂｅ

通常

2012/7/13 2012-057147 株式会社ポイント

35
135

とこしえ

通常:
標準

2012/7/13 2012-057250 良福株式会社

※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。

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【09】測定機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，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】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，記念カップ，記念
たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【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，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，郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），買物かご，手鏡，家具，懐中
鏡，鏡袋
【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，織物製トイレットシートカバー，織物製椅子カバー，
織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳
【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，被服用はとめ，テープ，リボン，房類，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
【35】広告業，商品の売買契約の媒介，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，競売の運営，輸出入に
関する事務の代理又は代行，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 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われ
【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
【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，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製椅子カ
バー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳
【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
【35】広告業，商品の売買契約の媒介，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，競売の運営，輸出入に
関する事務の代理又は代行，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，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，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
【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，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，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

136

商標（見本）

商標

ＪＹＯＫＩＮＭＡＲＵ＼じょきん丸

137

図形商標

138

マサムネ

139

ターゲット

140

ダンク

141

カネソイル

142

デラマイト＼ＤＸ‐ｍｉｔｅ

143

アンダンテ

144

ツッコミ

145

ハマー

146

カネクリーン

種別

通常

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

147

ｉＤｏｃｔｏｒ

通常

148

ふわり フワリ ＦＵＷＡＲＩ ｆｕｗ 通常:
ａｒｉ
標準

出願日

2012/7/9

2012/7/9

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05

【05】スプレー容器入り又は噴霧して使用する消臭剤（身体用及び工業用のものを除く），
殺菌剤

03,05

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，薫料，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，洗濯用柔軟剤，
洗濯用漂白剤，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，乳幼児用粉乳，サプリメント，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，おむつ，おむつカ
バー，衛生用マスク，生理用ナプキン，ばんそうこう，包帯，生理帯，タンポン，食餌療法
用飲料，食餌療法用食品

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料
【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料
【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料
【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料
【05】薬剤

05

【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料
【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料
【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料
【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料
【05】薬剤

35,36,44

【35】医業の経営に関する情報の提供，経営の診断又は経営に関する助言，医師・看護
師・介護士その他医療関係職業の斡旋，医師・看護師・介護士その他医療関係職業の求
人情報の提供，広告業，広告に供する電子媒体・情報システムの提供，医療関係者への
サービス提供の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【36】建物の管理，建物の売買の代理又は媒介，土地の貸借の代理又は媒介，土地の売
買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，税務相談，税務代理，慈善のための
募金
【44】医業，医業に関する情報の提供，調剤，介護，栄養の指導，医療用機械器具の貸
与
健康診断
【03】せっけん類，化粧品
【05】薬剤，サプリメント

2012-058829 株式会社シンテン

2012-058831 大京株式会社

2012/7/10 2012-059297 アグロカネショウ株式会社
2012/7/10 2012-059298 アグロカネショウ株式会社
2012/7/10 2012-059299 アグロカネショウ株式会社
2012/7/10 2012-059300 アグロカネショウ株式会社

2012/7/10 2012-059301 アグロカネショウ株式会社

2012/7/10 2012-059302 アグロカネショウ株式会社
2012/7/10 2012-059303 アグロカネショウ株式会社
2012/7/10 2012-059304 アグロカネショウ株式会社
2012/7/10 2012-059305 アグロカネショウ株式会社

2012/7/10 2012-059309 三上 兼吾

2012/7/10 2012-059359 昭栄薬品株式会社

※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。

03,05

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.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
05,25,29,30,32,41

149

王国安

通常

150

§ＳＩＮＣＥ１９７４∞かに物語＼
ＣＲＡＢ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ＼ＤＥＥ
通常
Ｐ ＳＥＡ ＲＥＤ ＣＲＡＢ ＫＥＳ
ＥＮＮＵＭＡ⇔ＡＦＲＩＣＡ

151

ＫＯＹＯＫＡＳＥＩ

通常:
標準

152

マイケルパワー

153

ヘキシール

154

ベンポラス

155

クサヘール

2012/7/9

2012-059361 古関 静佳

35
2012/7/10 2012-059747 株式会社カネダイ

03,05,16

156

157

158

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

§ＫＥｎＰＲＩＡ∞ＲＩＣＨ＼ＧＲＥＥ
通常
Ｎ．＼リッチグリーン

§ＫＥｎＰＲＩＡ∞ＲＩＣＨ＼ＧＲＥＥ
通常
Ｎ．＼リッチグリーン

かくれ脱水

通常:
標準

指定商品・役務
【05】漢方薬，その他の薬剤，食餌療法用食品，医療用薬草茶，コーヒーを主原料とするカ
プセル状・粉末状・顆粒状・ブロック状・棒状又は液体状の加工食品
【25】被服，履物
【29】薬草・ハーブ・果実を主原料としたカプセル状、粉末状、液状、顆粒状、錠状の加工
食品，薬草・ハーブ・果実を主原料とした、ビタミンとミネラルを配合のカプセル状、粉末
状、液状、顆粒状、錠状の加工食品
【30】菓子，饅頭，パン，茶，薬草・ハーブ・果実を加味してなる茶，その他の茶，ミルクコー
ヒー飲料，コーヒー，コーヒー飲料，果実・ハーブ・薬草を加味したコーヒー
【32】薬草・ハーブ・果実を加味してなる飲料，コーヒー入りの飲料，ミルクを加味した飲
料，ビタミン・ミネラルを含有する飲料
【41】気功による健康法に関する技術の指導と教授，漢方及び気功に関する図書及び記
録の供覧，漢方学の教授，宗教文化に関する教授，文化活動・漢方学・気功・宗教文化等
における国内外交流のためのセミナー・講演の企画、運営又は開催，文化活動・漢方学・
気功・宗教文化等における国内外交流のための興行の企画、運営又は開催，気功武術
【35】食品・料理・飲料に関するメールオーダー及びインターネットカタログサービスの提
供，食品・料理・飲料の小売サービス，食品・料理・飲料その他の商品の販売に関する情
報の提供

2012/7/10 2012-059776 株式会社コーヨー化成
2012/7/10 2012-059784 株式会社ＡＫＲ４６
2012/7/12 2012-060154 保土谷アグロテック株式会社
2012/7/12 2012-060155 保土谷アグロテック株式会社
2012/7/12 2012-060156 保土谷アグロテック株式会社

03,05

【03】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
【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，防虫紙
【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
【03】せっけん類，化粧品
【05】薬剤

05

【05】除草剤，その他薬剤

05

【05】除草剤，その他薬剤

05

【05】除草剤，その他薬剤

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント，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。）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント，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。）

35,41

【35】清涼飲料・果実飲料・栄養補給飲料・栄養補給食品の購入に関する消費者のための
助言と情報の提供，販売を目的とした各種通信媒体による清涼飲料・果実飲料・栄養補
給飲料・栄養補給食品の紹介，清涼飲料・果実飲料・栄養補給飲料・栄養補給食品の小
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
【41】健康管理に関する知識の教授，健康管理に関する講演・座談会又はイベント活動の
企画・運営又は実施

2012/7/11 2012-060175 日本薬品開発株式会社

2012/7/11 2012-060176 日本薬品開発株式会社

2012/7/11 2012-060207 株式会社ライトパブリシテイ

※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.
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

159

160

161

162

163

商標（見本）

商標

§サン食品

§ｓｏｚａｉｓｙａ

種別

通常

通常

キズシュッシュ

通常

ＡＬＩＴＯＣ

マド
プロ:
通常:
標準

ＨＯＲＭＥＴＡ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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，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

35

【35】インターネットを通じて砂糖及び小麦粉・氷砂糖・食用油脂・塩・穀物の加工品・大豆
粉や大豆抽出物を含有する穀物の加工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及びその他の店舗や広告媒体を通じて砂糖及び小麦粉・氷砂糖・食
用油脂・塩・穀物の加工品・大豆粉や大豆抽出物を含有する穀物の加工品の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供。

05

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，ガーゼ，カプセル，眼帯，ばんそうこう，包帯，歯科
用材料

05

【05】Pharmaceutical preparations and substances.
【05】薬剤及び薬剤用原料

03,05,35,44

【03】Cosmetics, namely preparations in the form of lotions, milks, creams, gels and
serums; soaps, perfumery, essential oils, hair lotions, dentifrices.
【05】Pharmaceutical and parapharmaceutical products for use in dermatology, namely
preparations in the form of lotions, milks, creams, gels and serums.
【35】Retail sale of cosmetic products and body and skin care products, as well as of
parapharmaceutical products, by means of stores and small specialist stores; retail sale
of cosmetics and body and skin care products, as well as of pharmaceutical and
parapharmaceutical products, by means of pharmacies; retail sale of cosmetics and body
and skin care products, as well as of parapharmaceutical products, by means of sales
outlets in beauty salons and institutions; retail sale, by means of global computer
networks (the Internet), of cosmetics and body and skin care products, as well as of
parapharmaceutical products.
【44】Consultation on beauty care, beauty salons.
【03】Cosmetics, particularly preparations in the form of lotions, milks, creams, gels and
serums; soaps, perfumery, essential oils, hair lotions, dentifrices.
【05】Pharmaceutical and parapharmaceutical products for use in dermatology, particularly
preparations in the form of lotions, milks, creams, gels and serums.
【35】Retail sale of cosmetics and body and skin care products, as well as of
parapharmaceutical products, by means of stores and small specialist stores; retail sale
of cosmetics and body and skin care products, as well as of pharmaceutical and
parapharmaceutical products, by means of pharmacies; retail sale of cosmetics and body
and skin care products, as well as of parapharmaceutical products, by means of sales
outlets at beauty salons and institutions; retail sale, by means of global computer
networks (the Internet), of cosmetics and body and skin care products, as well as of
parapharmaceutical products.
【44】Consultancy on beauty care, beauty salons.

2012/7/11 2012-060626 サン食品株式会社

2012/7/13 2012-061178 株式会社保田商店

2012/7/13 2012-061238 ダイヤ製薬株式会社

2012/7/9

2012-356999 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012/7/11 2012-357435 ＨＯＲＭＥＴＡ Ｓ．Ａ．

03,05,35,44

164

マド
プロ:
通常

指定商品・役務

35

2012/7/11 2012-357436 ＨＯＲＭＥＴＡ Ｓ．Ａ．

※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。
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No.

165

166

167

168

169

170

171

商標（見本）

商標

種別

ＡＸＣＥＬＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＷｒｉｎｋｌｅＭＤ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＰＡＮＡＺ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＬＭＹＮＯ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＫＬＩＳ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＥＫＯ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＮＸＡＴＯＲ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05

【05】Preparations for destroying vermin, namely, molluscs.
【05】有害動物、すなわち軟体動物駆除剤

03

【03】Non-medicated cosmetic preparations with anti-aging ingredients.
【03】老化防止成分入り化粧品（医療用のものを除く。）

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 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 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 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 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

2012/7/10 2012-357584 Ｌｏｎｚａ ＡＧ （Ｌｏｎｚａ Ｌｔｄ．）

2012/7/12 2012-357732

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｈａｒｍａｃｅｕ
ｔｉｃａｌｓ Ｃｏｒｐ．

2012/7/11 2012-357846 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012/7/11 2012-357847 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012/7/11 2012-357849 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012/7/11 2012-357850 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012/7/11 2012-357851 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

※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。
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No.

172

173

174

175

176

商標（見本）

商標

種別

ＡＮＴＯＫＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＲＹＯＶ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＮＯＬＩＲ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＮＬＹＶ

マド
プロ:
通常:
標準

シマ ル ジェクス

マド
プロ:
通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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 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 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 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

05,31

【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for animal
medicine; nutritional supplements for animals for veterinary use; animal washes,
disinfectants for sanitary purposes, depuratives; anti-inflammatory veterinary
pharmaceutical preparations for treating pain and inflammation relating to animal
arthrosis; non-steroidal anti-inflammatory veterinary pharmaceutical preparations for
treating pain and inflammation in animals.
【31】Food for animals, food substances for animals, strengthening food substances for
animals, not for medical use; food additives for animals, not for medical use; food
supplements for animals, not for medical use.
【05】薬剤及び獣医科用剤，動物用薬剤用の衛生剤，獣医科用の動物用の栄養補助食
品，動物用洗浄剤（薬剤に属するものに限る。），衛生用消毒剤，浄化薬，動物の関節症
に関する痛み及び炎症の治療用の抗炎症用獣医科用薬剤，動物の痛み及び炎症の治療
用の非ステロイドの抗炎症用獣医科用薬剤
【31】飼料，動物用飼料，動物用配合食品物質（医療用のものを除く），飼料用添加物（医
【01】Chemicals for use in science and in the cosmetic, textile and food industries;
chemical preparations for use in manufacturing cosmetics, fabrics and foodstuffs.
【03】Soaps, skin soaps, bath soaps, hand soaps, disinfectant soaps; cosmetics,
perfumery, essential oils, hair lotions, dentifrices.
【05】Chemical pharmaceuticals for dermatological use, pharmaceutical preparations for
dermatological use, sanitary preparations for medical use, plasters, materials for
dressings, surgical cloth, compresses, bandages, gauze and adhesive tapes for dressings
for dermatological use and for the skin, bandages in the form of tights and socks
impregnated with pharmaceutical preparations.
【01】科学用並びに化粧品工業用・織物工業用及び食品工業用の化学品，化粧品・布地
及び食品製造用の化学剤
【03】せっけん，皮膚用せっけん，浴用せっけん，手洗い用せっけん，消毒用せっけん，化
粧品，香料、薫料及び香水類，精油，ヘアーローション，歯磨き
【05】皮膚科用化学的薬剤，皮膚科用医薬品，医療用衛生剤，膏薬，包帯類，外科用布，
湿布剤、圧迫ガーゼ，包帯，皮膚科用及び皮膚用のガーゼ及び包帯用粘着テープ，薬剤
を浸み込ませたタイツ及びソックスの形状の包帯

2012/7/11 2012-357853 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012/7/11 2012-357854 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012/7/11 2012-357855 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012/7/11 2012-357856 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012/7/12 2012-357909 ＶＥＴＯＱＵＩＮＯＬ Ｓ．Ａ．

01,03,05

177

ＨＹＡＮＩＦＹ

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務

05

2012/7/10 2012-357955 ＬＩＰＯＴＥＣ， Ｓ．Ａ．

※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。
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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
03

178

ＰＵＬＰＥ ＤＥ ＶＩＥ

マド
プロ:
通常:
標準

ＥＰＯ‐ＥＱＵＩＮＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/12 2012-358074 ＤＵＣＲＥＴ Ｊｕｌｉｅ

05
179

180

181

§ｎｕＺｅｅ

マド
プロ:
通常

ＳＵＰＥＲＣＲＩＴＩＣＵＭ

マド
プロ:
通常:
標準

ＴＥＲＭＩＮＡＴＯＲ １０

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/11 2012-358378

Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｌａｂｏｒａｔ
ｏｒｉｅｓ， ＬＬＣ

03,32

【03】Body and beauty care cosmetics.
【32】Bottled drinking water.
【03】身体の手入れ用及び美容用の化粧品
【32】ボトル入り飲料水

05

【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for
babies; nutritional supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings;
teeth filling material and dental impression materials; disinfectants; pest control
preparations; fungicides, herbicides.
【05】薬剤（医療用のもの）及び獣医科用剤，医療用の衛生剤，医療用又は獣医科用の食
餌療法用食品及び物質，乳児用食品，人用及び動物用の栄養補助食品，膏薬，包帯類，
歯用充てん材料及び歯科用印象材，消毒剤，害虫駆除剤，殺菌剤，除草剤
【05】Medicated acne treatment preparation.
【05】医療用にきび治療用剤

2012/7/12 2012-358544 ＮｕＺｅｅ Ｃｏ Ｌｔｄ

2012/7/12 2012-358688 ＳＯＬＵＴＥＸ ＧＣ， Ｓ．Ｌ．

05
182

183

184

ＴＲＩＡＳＯＲＢ

§ＨＵＲＲＡＷ！

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

2012/7/12 2012-358744

2012/7/9

2012/7/8

※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。

2012-358855

指定商品・役務
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soap; perfumery, hair lotions; dentifrices;
cosmetics; body deodorants; essential oils; cleansing milk for toilet purposes; creams,
gels, milks, lotions, masks, pomades, powders and preparations for skin care; suntanning
and after-sun gels and oils (cosmetics); make-up preparations (cosmetics); shampoos;
hair removal products; gels, mousses, balms and aerosol products for hair care and hair
styling.
【03】洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，清浄剤，つや出し剤，油脂除去剤及び研磨剤，
せっけん，香料、薫料及び香水類，ヘアーローション，歯磨き，化粧品，身体防臭用化粧
品，精油，化粧用クレンジング乳液，スキンケア用のクリーム・ジェル・ミルク・ローション・
マスク・ポマード・パウダー及び用剤，日焼け用及び日焼け後用ジェル及びオイル（化粧
【05】Dietary supplements for animals.
【05】動物用の食餌療法用栄養補助食品

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｈａｒｍａｃｅｕ
ｔｉｃａｌｓ Ｃｏｒｐ．

01,03

【01】Sunscreen for the cosmetic industry, namely active ingredient used in the
composition of cosmetics.
【03】Cosmetics; sun care products for cosmetic use containing a sunscreen agent.
【01】化粧品工業用の日焼け止め、すなわち化粧品の成分として使用する有効成分
【03】化粧品，日焼け止め剤入りの化粧用の日焼け手入れ用品

03

【03】Aromatherapy body care products, namely, body lotion, shower gel, cuticle cream,
shampoo, conditioner, non-medicated lip balm, soap, body polish, body and foot scrub and
non-medicated foot cream.
【03】アロマセラピー用のボディケア製品、すなわちボディーローション，シャワー用ジェル，
キューティクルクリーム，シャンプー，コンディショナー，リップバーム（医療用のものを除
く。），せっけん，身体用研磨剤，身体用及び足用のスクラブ並びに足用クリーム（医療用
のものを除く。）

ＰＩＥＲＲＥ ＦＡＢＲＥ ＤＥＲＭＯ－ＣＯ
ＳＭＥＴＩＱＵＥ

2012-358858 Ｃｏｒｒｉｅ Ｃｏｌｂｅｒｔ
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商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,05,31,42

185

マド
Ｓｏｌｕｔｅｘ＼Ｄｅｌｉｖｅｒｉｎｇ Ｔａｉｌｏｒ
プロ:
Ｍａｄｅ Ｖａｌｕｅ
通常

186

マド
プロ:
ＢＬＵＥＬＵＣＫ ＰＥＴ ＨＥＡＬＴＨ
通常:
標準

2012/7/12 2012-359000 ＳＯＬＵＴＥＸ ＧＣ， Ｓ．Ｌ．

05
2012/7/11 2012-359206 Ｓｔａｓｏｎ Ａｎｉｍａｌ Ｈｅａｌｔｈ， Ｉｎｃ．

09,16,18,35,40

187

ＬＵＮＡＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/9

※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。

2012-359400 ＨＡＳＳＥＬＢＬＡＤ Ｓaｒｌ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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指定商品・役務
【01】Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives for use in industry.
【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances for medical or veterinary use, food for babies;
nutritional supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; teeth
filling material and dental impression materials; disinfectants; pest control preparations;
fungicides, herbicides.
【31】Grains and agricultural, horticultural and forestry products not included in other
classes; live animals; fresh fruit and vegetables; grains (seeds); natural plants and flowers;
animal foodstuffs; malt.
【05】Pet supplements, nutriceuticals for pets, fortified treats for pets, prescription
medications and drugs for pets, and pet health products.
【05】愛玩動物用栄養補助食品，愛玩動物用栄養補助食品，愛玩動物用の栄養を強化し
たごちそう，愛玩動物用の処方された薬剤及び薬物，愛玩動物の健康用製品

【09】Photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments; cameras;
apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing sound or images;
apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sound or images
for mobile cameras; cameras [photography]; photographic lenses, electronic photographic
flashes, photographic lenses for cameras; camera lenses, optical lenses; software,
computer programs; image management and editing software; software for mobile
devices; video cameras; darkroom lamps (photography); darkrooms (photography); shutter
releases (photography); optical data media; photography screens; video screens; spools
(photography); glazing apparatus for photographic prints; drying apparatus for
photographic prints; cases especially made for photographic apparatus and instruments;
filters [photography]; filters for ultraviolet rays for photography; flash bulbs
(photography); optical lamps; electronic photographic apparatus; speed measuring

