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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

商標（見本）

1

2

商標

種別

￠Ｓｎｏｗ ＡＰＥＺＥＲ＼スノーア
通常
ペゼ

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
【03】化粧品

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，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
【03】化粧品

2012-055172 高野 トヨ

2012-055183 小林製薬株式会社

03
3

ＡＳＴＡＬＩＦＴ＼ＵＶパーフェク
ター

4

エアーフィット

5

美Ｓｔｙｌｅ

6

通常

通常:
標準
通常:
標準

ＯＦＦＩＣＥ ＭＡＳＴＥＲ＼オフィス
通常
マスター

2012/7/9

2012-055231 富士フイルム株式会社

2012/7/9

2012-055238 ロート製薬株式会社

2012/7/9

2012-055241 健康コーポレーション株式会社

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

03

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

03,16

【03】化粧品
【16】印刷物，書籍及び雑誌

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，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

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/
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

7

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

8

環境水

通常:
標準

2012/7/9

2012-055294 株式会社くれえる

03,32
03

9

ＣＯＵＬＥＵＲ ＳＴＲＥＴＣＨ＼ク
ルールストレッチ

通常

2012/7/9

2012-055296 ボーテ クレアター

03,04,05,21,30,44

10

ライフ エヌケー

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。

2012-055321 スペース・ブランズ・リミテッド

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，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
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【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】香水，オードトワレ，入浴用・シャワー用のジェル状化粧品（医療用のものを除く。），
入浴用・シャワー用の塩（医療用のものを除く。），化粧せっけん，デオドラント効果を有す
る身体用化粧品，化粧品，顔用・身体用及び手用のクリーム・乳液・ローション，顔用・身
体用及び手用のジェル状及びパウダー状の化粧品，日焼け用又は日焼け止め用化粧
品，メークアップ用化粧品，シャンプー，スプレー式及びジェル状・ムース状・バーム状のヘ
アスタイリング用及びヘアケア用化粧品，ヘアーラッカー，ヘアカラー用及び毛髪脱色用
の化粧品，パーマネントウェービング用及びカーリング用の化粧品，身体用のエッセンシャ
ルオイル
【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
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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

11

サイセイ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055322 スペース・ブランズ・リミテッド

03

12

リップスティック クイーン

通常:
標準

2012/7/9

2012-055324 スペース・ブランズ・リミテッド

03

13

イブ ロム

通常:
標準

2012/7/9

2012-055325 スペース・ブランズ・リミテッド

03

14

スペース エヌケー

通常:
標準

2012/7/9

2012-055326 スペース エヌケー リミテッド

15

Ｖｏｌｕｍｙｃｏｌｏｒ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055329 株式会社 菊星

16

17

Ｌｕｎａ ＬＡＢＯ

§月女髪 つきめがみ

通常

通常

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。

03

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。），化粧用脱脂綿
【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。），化粧用脱脂綿
【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。），化粧用脱脂綿
【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。），化粧用脱脂綿
【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

03,05

【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

03,05

【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

2012-055333 株式会社千趣会

2012-055340 株式会社千趣会
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

18

19

20

21

商標（見本）

商標

§月美影 つきみかげ

§月美艶 つきみつや

ｙｕｓｋｉｎＡ

みんなのミュージアム

種別

通常

通常

通常

通常:
標準

出願日

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】まつ毛用美容液，その他の化粧品，せっけん類，つけづめ，つけまつ毛

03

【03】洗顔せっけん，その他のせっけん類，洗顔料，化粧品

03,05

【03】せっけん類，化粧品
【05】薬剤

35,41

【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
【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，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛

2012-055341 株式会社千趣会

2012-055343 株式会社千趣会

2012-055371 ユースキン製薬株式会社

2012-055380 株式会社清水メガネ

03
22

ポイントオフ＼ＰＯＩＮＴ ＯＦＦ

通常

2012/7/9

2012-055398 日本メナード化粧品株式会社

23

大人の上質モダン

通常:
標準

2012/7/9

2012-055399 日本メナード化粧品株式会社

※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。

指定商品・役務

03

03

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【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，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：04C01）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

24

ＲＭＫ＼ＩＮＴＥＮＳＩＶＥ＼ＢＲＩＧ
ＨＴＥＮＩＮＧ＼ＥＳＳＥＮＣＥ

通常

2012/7/9

2012-055406 花王株式会社

25

エネリーン

通常:
標準

2012/7/9

2012-055409 株式会社メリードア

26

27

28

29

30

31

スマートアイズ ブラックＦ＼ＳＭ
通常
ＡＲＴ ＥＹＥＳ ＢＬＡＣＫ Ｆ

スマートアイズ ホワイトＥ＼Ｓ
ＭＡＲＴ ＥＹＥＳ ＷＨＩＴＥ Ｅ

目尻８ｍｍのズルビュー

ミルフィーユ ファンデ テク

§ＰＰ

通常

通常

通常

通常

ビジューヴェールアイズ＼Ｂｉｊｏ
通常
ｕ Ｖｅｉｌ Ｅｙｅｓ

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

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。

区分

指定商品・役務

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

03
03

【03】洗剤，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，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，研
磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き

03,05,21,35,44

【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

03

【03】化粧品，せっけん類，香料，つけづめ，つけまつ毛，化粧用コットン

2012-055416 株式会社 資生堂

2012-055417 株式会社 資生堂

2012-055418 株式会社 資生堂

2012-055419 株式会社 資生堂

2012-055420 株式会社 ＭＴＧ

2012-055422 株式会社ナリス化粧品

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

32

33

34

35

36

37

38

商標（見本）

商標

§Ｃｏｅｏｒ＋＼Ｂｉｊｏｕ Ｖｅｉｌ

種別

通常

§コー プリュス ビジュー
ヴェール＼Ｃｏｅｏｒ＋Ｂｉｊｏｕ Ｖｅｉ 通常
ｌ

ＤＲ’Ｓ∞Ｍａｓｔｉｃ ＆＼Ａｒｏｍａ 通常

図形商標

図形商標

ＲＯＹＡＬ‐ＯＵＤ

ｕｎｌｏｃｋ

通常

通常

通常

通常

出願日

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】化粧品，せっけん類，香料，つけづめ，つけまつ毛，化粧用コットン

03

【03】化粧品，せっけん類，香料，つけづめ，つけまつ毛，化粧用コットン

03

【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

03

【03】スキンケア化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア化粧品

03

【03】スキンケア化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア化粧品

03

【03】せっけん類，エッセンシャルオイル，その他の香料，薫料，ヘアローション，その他の
化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，つけ爪，つけまつげ

2012-055423 株式会社ナリス化粧品

2012-055424 株式会社ナリス化粧品

2012-055449 お口の健康株式会社

2012-055564 株式会社ネオメディック

2012-055565 株式会社ネオメディック

2012-055574 エロル エスアーエールエル

2012/7/10 2012-055586 花王株式会社

※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

03
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今週の出願（類似群限定：04C01）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
03,09,16,41,44

39

ＨＥＲＢＡＬ ＳＥＡ

通常

2012/7/10 2012-055615 ドクターリセラ 株式会社

03,14,18,21,24,25,3
5

40

スーランスクラッタ＼Ｓｏｌｅｎ Ｓｋ
通常
ｒａｔｔａ

2012/7/10 2012-055616 株式会社キャン

03,05,16,21,30
41

§乳歯を守ろう＼にこピカ

通常

2012/7/10 2012-055630 和光堂株式会社

03,05,16,21,30
42

§ＷａＫＯＤＯ

通常

2012/7/10 2012-055631 和光堂株式会社

※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。
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URL:http://www.tm-library.com/

指定商品・役務
【03】化粧品，洗顔料，化粧水，角質除去用化粧品，粉末状化粧品，肌の手入れ用化粧
品，保湿用化粧品，保湿クリーム，保湿用乳液，美容液，美顔用パック，パック用化粧料，
ジェル状化粧品，ヘアーリンス，せっけん類，シャンプー，歯磨き，口内洗浄剤（医療用の
ものを除く。），歯の漂白用ジェル，義歯磨き剤，香料，薫料，ポプリ，芳香剤，つけづめ，
つけまつ毛，ネイルアート用ステッカー，化粧用脱脂綿，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，化粧用接着剤
【09】電子出版物，録音済み又は録画済みの磁気式又は光学式の記録媒体，録画済みの
ＤＶＤ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク，録音済み又は録画済みのコンパクトディス
ク，ダウンロード可能な音楽・音声・映像，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，映写フィルム，スライド
フィルム，スライドフィルム用マウント，電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プ
ログラム，携帯電話機用プログラム，電子計算機用又は携帯電話機用ゲームプログラ
ム，携帯電話機用ストラップ及びネックピース，電気通信機械器具，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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ
【16】印刷物，テキスト，雑誌，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，検定試験の企画・運営又は実施，資格の認定及び
資格の付与，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，通信ネットワークを利用した音声・音楽・静止画・動画の提供（ダウン
ロードされるものを除く。），映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上
演，音楽の演奏，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及び
スポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。） 映画・演芸・
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，アロマオイル，その他の香料，薫料
【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，身飾品，時計
【18】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
【21】アロマテラピー用ポット，化粧用具，マグカップ，その他の台所用品（「ガス湯沸かし
器・加熱器・調理台・流し台」を除く。），ろうそく消し，ろうそく立て，貯金箱，香炉
【24】織物，タオル，その他の布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，ま
くらカバー，毛布，クッションカバー，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，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴
【35】クッションカバ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，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
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，ベビー用歯磨き，歯の漂白用ジェル，シート状歯磨き，
ジェル状歯磨き
【05】乳幼児用食品
【16】口腔及び歯の清拭用ウェットティッシュペーパー，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，衛生用おしりふき，乳児用おしりふき
【21】歯ブラシ，電気式歯ブラシ，乳幼児用歯ブラシ，デンタルフロス，乳幼児用デンタルフ
ロス
【30】キシリトール配合のラムネ菓子，キシリトール配合のチョコレート
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，ベビー用歯磨き，歯の漂白用ジェル，シート状歯磨き，
ジェル状歯磨き
【05】乳幼児用食品
【16】口腔及び歯の清拭用ウェットティッシュペーパー，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，衛生用おしりふき，乳児用おしりふき
【21】歯ブラシ，電気式歯ブラシ，乳幼児用歯ブラシ，デンタルフロス，乳幼児用デンタルフ
ロス
【30】キシリトール配合のラムネ菓子，キシリトール配合のチョコレート
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今週の出願（類似群限定：04C01）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
03,05,16,21,30

43

図形商標

通常

2012/7/10 2012-055632 和光堂株式会社

03,05,16,21,30
44

図形商標

通常

2012/7/10 2012-055633 和光堂株式会社

16,35

45

月読生活＼Ｔｓｕｋｉｙｏｍｉ Ｌｉｆｅ

通常

46

カッタークリップ

47

クリップカッター

48

Ｃｕｔｔｅｒ ｃｌｉｐ

49

Ｃｌｉｐ ｃｕｔｔｅｒ

50

夢美創

通常:
標準

2012/7/10 2012-055698 株式会社ルネット

51

麗人創

通常:
標準

2012/7/10 2012-055699 株式会社ルネット

52

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

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/7/10 2012-055654 合同会社 月の農楽部

2012/7/10 2012-055657 株式会社アーツブレインズ
2012/7/10 2012-055658 株式会社アーツブレインズ
2012/7/10 2012-055659 株式会社アーツブレインズ
2012/7/10 2012-055660 株式会社アーツブレインズ

08,21
08,21

【08】手動利器（「刀剣」を除く。），二重瞼形成用テープ用カッター
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

08,21

【08】手動利器（「刀剣」を除く。），二重瞼形成用テープ用カッター
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

08,21

【08】手動利器（「刀剣」を除く。），二重瞼形成用テープ用カッター
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

35

【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

35

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
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，ベビー用歯磨き，歯の漂白用ジェル，シート状歯磨き，
ジェル状歯磨き
【05】乳幼児用食品
【16】口腔及び歯の清拭用ウェットティッシュペーパー，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，衛生用おしりふき，乳児用おしりふき
【21】歯ブラシ，電気式歯ブラシ，乳幼児用歯ブラシ，デンタルフロス，乳幼児用デンタルフ
ロス
【30】キシリトール配合のラムネ菓子，キシリトール配合のチョコレート
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，ベビー用歯磨き，歯の漂白用ジェル，シート状歯磨き，
ジェル状歯磨き
【05】乳幼児用食品
【16】口腔及び歯の清拭用ウェットティッシュペーパー，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，衛生用おしりふき，乳児用おしりふき
【21】歯ブラシ，電気式歯ブラシ，乳幼児用歯ブラシ，デンタルフロス，乳幼児用デンタルフ
ロス
【30】キシリトール配合のラムネ菓子，キシリトール配合のチョコレート
【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
【08】手動利器（「刀剣」を除く。），二重瞼形成用テープ用カッター
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」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：04C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.
53

商標（見本）

商標
コラーゲン－アイ

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

2012/7/10 2012-055701 株式会社ルネット
07,08,14,26,35

54

§Ｔｉ＋

通常

2012/7/10 2012-055711 株式会社木下技研

35

55

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

56

ＢＧＦ

通常

2012/7/10 2012-055727

※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。

ビー・ジー・エフ・リテイル・カンパ
ニー・リミテッド

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
【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
【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
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

57

§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
58

59

60

61

62

63

図形商標

ｆｕｊｉｎａ

図形商標

通常

通常

通常

ｅｐｉｓｔｅｍｅ∞ｔｒｅａｔｍｅｎｔ＼ｃｌｅａｒ
通常
＼ｂａｓｅ

ｅｐｉｓｔｅｍｅ∞ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｃｌｅａｒ
通常
＼ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ

ｅｐｉｓｔｅｍｅ∞ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｃｌｅａｒ
通常
＼ｐｏｗｄｅｒ

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
【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

03

【03】化粧品，せっけん類，化粧水，スキンクリーム

03

【03】化粧品，せっけん類，化粧水，スキンクリーム

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

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

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 2012-055731 岩谷産業株式会社

2012/7/10 2012-055732 岩谷産業株式会社

2012/7/10 2012-055734 ロート製薬株式会社

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

※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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今週の出願（類似群限定：04C01）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

64

真珠小町

通常:
標準

2012/7/10 2012-055761

御木本製薬株式会社
株式会社御木本真珠島

65

真珠遊ｓｈｉｎ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055762

御木本製薬株式会社
株式会社御木本真珠島

区分
35

03
03

【03】化粧品，香料，薫料，せっけん類，つけづめ，つけまつ毛，歯磨き，靴クリーム，靴墨

35

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

66

ＯＬＹＭＰＵＳ

防護

2012/7/10 2012-055765 オリンパス株式会社

35
67

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

68

コラ玉

通常:
標準

2012/7/10 2012-055812 株式会社プラティコ

69

じゅんむく＼潤無垢

通常

2012/7/10 2012-055813 株式会社カタログハウス

※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】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，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，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
【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，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，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
【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
【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
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

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：04C01）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

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

70

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

03
71

シナラカ＼ＳＩＮＡＲＡＫＡ

通常

2012/7/10 2012-055844 株式会社グローウィング

03,21
72

図形商標

優先

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
【03】シャンプー，その他のせっけん類，ヘアートリートメント，その他の化粧品

2012/7/10 2012-055944

※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。

ビューティー ユニオン グローバル
リミテッド

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【03】化粧品
【21】化粧品用容器，液体用ディスペンサー，クリーム入れ，霧吹き，携帯用化粧用具（「電
気式歯ブラシ」を除く。），中身入り携帯用化粧道具入れ
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

73

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

74

Ｌｅｓ ｐｅｔｉｔｓ ｂｏｎｈｅｕｒｓ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055956 株式会社ジュン

03
75

みるくマッコリ

通常

2012/7/10 2012-055964 株式会社銀座コスメティックラボ

※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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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

16／37

今週の出願（類似群限定：04C01）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
35,36,41,44,45

76

77

78

79

ヒラトヤ

通常:
標準

ＢＥＥ ＨＯＮＥＹ ＡＦＴＥＲ ＳＨ
通常
ＯＷＥＲ ＣＲＥＡＭ＼ビーハ
ニーアフターシャワークリーム

ＡＦＴＥＲ ＳＨＯＷＥＲ ＣＲＥＡ
Ｍ＼アフターシャワークリーム

ＩＮＣＬＯＶＥＲ

通常

通常:
標準

03

03

【03】クリーム

03,21

【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
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

2012/7/11 2012-055996 株式会社 ヒラトヤ

2012/7/11 2012-056000 株式会社ハウスオブローゼ

2012/7/11 2012-056001 株式会社ハウスオブローゼ

2012/7/11 2012-056016 株式会社住商ドラッグストアーズ

03
80

ＡＭＩＮＯ ＶＥＩＬ＼アミノヴェー
ル

通常

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，フランチャイズ形
態による理容店並びに美容院の経営の診断及び指導，文書又は磁気テープのファイリン
グ，受託による物品の購入・管理・帳票集計業務の事務処理，コンピュータデータベース
への情報編集，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
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の
貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又
は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売
買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
【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
供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，美術品の展示，書籍の制作，興行の企画・運営
又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自
動車競走の興行に関するものを除く。），写真の撮影
【44】美容，理容，美容・理容に関するコンサルティング・指導・情報の提供，着付け，着付
けに関する情報の提供，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，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄
養の指導，介護，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
【45】ファッション情報の提供，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，社会保険に
関する手続の代理 愛玩動物の世話 乳幼児の保育（施設において提供されるものを除
【03】クリーム

2012/7/11 2012-056048 ポーラ化成工業株式会社

※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。

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：04C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

81

82

商標（見本）

商標

種別

スカルプ＆ヘア／スパークリン
通常
グ サプリ

ラ グロワール＼ｌａ ｇｌｏｉｒｅ

通常

83

スカルプ ＆ ヘア／スパークリ
通常
ング トニック

84

メイティアピンクゴールド

85

図形商標

通常:
標準

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03

【03】せっけん類，洗浄剤（煙突用化学洗浄剤を除く。），ヘアーケア用化粧品，毛髪用着
色剤，染毛剤，ヘアーローション，毛髪用ウエーブ剤，シャンプー，コンディショナー，ヘ
アースプレー，パウダー状頭髪用化粧品，整髪料，ヘアーラッカー，ヘアームース，頭髪
のつや出し用化粧品，ヘアージェル，ヘアーモイスチャライザー，ヘアーリキッド，ヘアーオ
イル，ヘアートニック，ヘアークリーム，バス・シャワー用化粧品，身体用防臭剤，制汗用化
粧品，化粧品

03

【03】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】せっけん類，洗浄剤（煙突用化学洗浄剤を除く。），ヘアーケア用化粧品，毛髪用着
色剤，染毛剤，ヘアーローション，毛髪用ウエーブ剤，シャンプー，コンディショナー，ヘ
アースプレー，パウダー状頭髪用化粧品，整髪料，ヘアーラッカー，ヘアームース，頭髪
のつや出し用化粧品，ヘアージェル，ヘアーモイスチャライザー，ヘアーリキッド，ヘアーオ
イル，ヘアートニック，ヘアークリーム，バス・シャワー用化粧品，身体用防臭剤，制汗用化
粧品，化粧品

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料

03,35,44

【03】化粧品，せっけん類
【35】化粧品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】エステティック美容

03,35,44

【03】化粧品，せっけん類
【35】化粧品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】エステティック美容

03

【03】髪用の美容液

2012/7/11 2012-056072 ユニリバー エヌ ヴイ

2012/7/11 2012-056073 株式会社シャンソン化粧品

2012/7/11 2012-056074 ユニリバー エヌ ヴイ

2012/7/11 2012-056090 株式会社エバーメイト

2012/7/11 2012-056092 東野 玲子

86

Ｒ ＳＴＹＬＥ ＢＥＡＵＴＹ

通常

2012/7/11 2012-056093 東野 玲子

87

美髪液

通常:
標準

2012/7/11 2012-056103 メトラス株式会社

※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：04C01）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
09,25,35,36,39

88

§ＪＰ＼ＰＯＳＴ

通常

2012/7/11 2012-056107 日本郵政株式会社

03,04,05,08,09,10,1
1,16,18,20,21,24,25,
29,30,31,32,33,35,3
6,37,38,39,41,42,45

89

日本郵便

通常:
標準

2012/7/11 2012-056108 日本郵政株式会社

03
90

シルキィラディアンス＼ＳＩＬＫＹ
ＲＡＤＩＡＮＣＥ

通常

2012/7/11 2012-056109 株式会社フューチャーラボ

※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】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
【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，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
【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，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】せっけん類，化粧品，香料，薫料
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

91

92

93

94

95

ＪＡＰＡＮ ＰＯＳＴ

Ｃｏｒｄａｊｏｕｒ＼コルダジュール

ｆｒｅｅｐｌｕｓ＼ｍｉｌｄ ｃｕｓｈｉｏｎ

Ａｑｕａ Ｎｏｕｒｉｓｈ

Ｃａｒｅ Ｐａｃｋ

通常:
標準

通常

通常

通常

通常

03

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
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

03

【03】化粧品，せっけん類

03

【03】化粧品，せっけん類

2012/7/11 2012-056111 日本郵政株式会社

2012/7/11 2012-056126 クレアール株式会社

2012/7/11 2012-056127 花王株式会社

2012/7/11 2012-056131 株式会社サンコール

2012/7/11 2012-056132 株式会社サンコール

※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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今週の出願（類似群限定：04C01）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

96

Ｄｅｏｂｕｆｆｅｒ

通常

指定商品・役務
【03】化粧品，せっけん類

2012/7/11 2012-056133 株式会社サンコール

03,05,08,10,11,21,3 【03】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】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
5,36,44

97

98

99

100

§Ｍ

通常

アニテア フローラル エステ＼
ＡＴＴＥＮＩＲ ＦＬＯＲＡＬ ＥＳＴＨ 通常
Ｅ

フルーツヒアロコラゲ マッサー
ジ＼Ｆｒｕｉｔ Ｈｙａｌｏｃｏｌｌａｇｅ Ｍａ 通常
ｓｓａｇｅ

ＨＥＲＢＡＬ ＡＮＳＷＥＲ

通常:
標準

ＬＩＰ ＶＩＢＲＡＮＣＥ

通常:
標準

03

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
【08】手動利器（「刀剣」を除く。），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
【10】業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器
【11】業務用美顔器，その他の美容院用又は理髪店用の機械器具（「椅子」を除く。），家庭
用超音波美顔器，その他の美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類
【21】化粧用具
【35】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
【03】化粧品，せっけん類，香料，化粧用コットン

03

【03】化粧品，せっけん類，香料，化粧用コットン

03,05

【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

2012/7/11 2012-056140 株式会社 ＭＴＧ

2012/7/11 2012-056153 株式会社アテニア

2012/7/11 2012-056154 株式会社アテニア

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

03,05
101

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。
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

102

§ｕ

通常

2012/7/11 2012-056170 株式会社キセキファクトリー

103

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
104

まごラブ

通常

2012/7/11 2012-056180 ディップ株式会社

105

まごラブ

通常

2012/7/11 2012-056181 ディップ株式会社

106

ＢＩＷＡＫＯ ＲＩＢＢＯＮ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056182 中川リボン株式会社

107

ヒアロモア＼ＨＹＡＬＯＭＯＲＥ

通常

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。

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，つけづめ，つけまつ毛

2012/7/11 2012-056196 ジュジュ化粧品株式会社

※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。

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
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今週の出願（類似群限定：04C01）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
03,18,25

108

ＤＡＮＩＥＬ ＦＡＲＥＴ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056199

エヴァーファースト インターナショナ
ル コーポレーション リミテッド

03
109

ＡＤＯＲ

通常

2012/7/11 2012-056226 タカラベルモント株式会社

29,30,31,32,33,35

110

サンホーム＼ＳＵＮＨＯＭＥ

通常

2012/7/11 2012-056234 尾家産業株式会社

03,26,44
111

図形商標

通常

2012/7/11 2012-056251 株式会社アートネイチャー

01,03,05,32
112

図形商標

通常

指定商品・役務
【03】バスジェル，シャワージェル，ボディーシャンプー，ヘアーシャンプー，その他のせっけ
ん類，エッセンシャルオイル，その他の香料，薫料，香水，化粧水，アフターシェーブロー
ション，ひげそり用フォーム，ひげそり用クリーム，顔用クリーム，身体用乳液，ヘアーロー
ション，モイスチャークリーム，その他の化粧品
【18】皮革，スーツケース，学生かばん，札入れ，カード入れ，アタッシュケース，書類入れ
かばん，トランク，ハンドバッグ，財布，旅行用かばん，携帯用化粧道具入れ，ビーチバッ
グ，バックパック，リュックサック，キーケース，獣皮，傘
【25】スーツ，ズボン，パンツ，ドレス，スカート，ジャケット，コート，オーバーコート，レイン
コート，セーター，スウェットシャツ，ベスト，シャツ，ブラウス，ティーシャツ，ネクタイ，ス
カーフ，手袋，下着，水着，ストッキング，靴下，帽子，皮革製の被服，その他の被服，ベ
ルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【03】化粧品，せっけん類

2012/7/11 2012-056259 林原 健

※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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【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
【03】家庭用帯電防止剤，せっけん類，香料，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，かつら装着
用接着剤，つけまつ毛用接着剤
【26】テープ，リボン，組みひも，頭飾品，つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気
式のものを除く）
【44】毛髪の増毛，毛髪の育毛，毛髪の診断及びカウンセリング，毛髪の発毛促進，美容，
理容，入浴施設の提供，かつらの装着及びそれに伴う調髪，あん摩・マッサージ及び指
圧，カイロプラクティック，動物の美容，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
【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
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

113

ウル・オス プラス

通常

2012/7/11 2012-056262 大塚製薬株式会社

114

サラテクト

通常:
標準

2012/7/11 2012-056285 アース製薬株式会社

115

116

￠ＤＲＡＧＥＥ＼ドラジェ

通常

￠ＤＲＡＧＥＥ ＢＯＤＹ ＭＩＬＫ＼
通常
ドラジェボディミルク

117

薬用／スカルプ＆ヘア／スパー
通常
クリング トニック

118

ゆずみつジンジャーの香り

119

無添加エステ

120

ＦＴＤ

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

区分

指定商品・役務

03

【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

03

【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，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】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】身体用乳液

03

【03】せっけん類，洗浄剤（煙突用化学洗浄剤を除く。），ヘアーケア用化粧品，毛髪用着
色剤，染毛剤，ヘアーローション，毛髪用ウエーブ剤，シャンプー，コンディショナー，ヘ
アースプレー，パウダー状頭髪用化粧品，整髪料，ヘアーラッカー，ヘアームース，頭髪
のつや出し用化粧品，ヘアージェル，ヘアーモイスチャライザー，ヘアーリキッド，ヘアーオ
イル，ヘアートニック，ヘアークリーム，バス・シャワー用化粧品，身体用防臭剤，制汗用化
粧品，化粧品

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03,44

【03】化粧品，せっけん類，香料
【44】美容，理容

01,03,05

【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
【01】化学品
【03】化粧品，せっけん類，香料，つけづめ，つけまつ毛

2012/7/12 2012-056405 株式会社アルビオン

2012/7/12 2012-056406 株式会社アルビオン

2012/7/12 2012-056407 ユニリバー エヌ ヴイ

2012/7/12 2012-056430 株式会社ハウスオブローゼ
2012/7/12 2012-056477 株式会社セルシーアンドルモン
2012/7/12 2012-056486 富士フイルム株式会社

01,03
121

リポカプセル＼ＬＩＰＯＣＡＰＳＵＬ
通常
Ｅ

122

ＳＫＩＮＣＥＵＴＩＣＡＬＳ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056514 ロレアル

123

ＷｅｔＢａｒ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056519 株式会社エー・プラス

2012/7/12 2012-056487 御木本製薬株式会社

03
35,43,44

※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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【03】生じた顔のしわを減らすためのスキンケア化粧品，スキンクリーム，スキンモイスチャ
ライザー，目元用のジェル状化粧品，顔用のマスク状の化粧品，日焼け止め用化粧品，ス
キンクレンジング用クリーム，トーニングローション，ナイトクリーム，その他の化粧品
【35】化粧品の小売り又は卸売りの業務について行われる顧客に対する便益の提供，手
動利器の小売り又は卸売りの業務について行われる顧客に対する便益の提供
【43】飲食物の提供
【44】美容，理容

24／37

今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

124

商標（見本）

商標

アリサール＼ＡＬＩＺＡＲ

125

レイジスト＼ＲＡＹＳＩＳＴ

126

ハニーラテの香り

127

ゆず蜜ジンジャーの香り

種別

通常

通常

通常:
標準
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

03

【03】化粧品，せっけん類，香料，つけづめ，つけまつ毛，化粧用コットン

03

【03】化粧品，せっけん類，香料，薫料，歯磨き

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

2012/7/12 2012-056531 株式会社ナリス化粧品

2012/7/12 2012-056538 株式会社ノエビア

2012/7/12 2012-056544 株式会社ハウスオブローゼ
2012/7/12 2012-056545 株式会社ハウスオブローゼ

03,05,09,16,21,32,4 【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
4
128

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
129

§１２ヵ月の美人暦

通常

Ｔｒａｎｓａｔａｋ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056566 株式会社 資生堂

03,30
130

2012/7/12 2012-056585 高砂香料工業株式会社

※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。
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【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

25／37

今週の出願（類似群限定：04C01）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
09,35,41

131

§ａ＼ａ‐ｎａｔｉｏｎ＼ａｒｔｉｓｔｓ ａｎｄ
通常
ａｕｄｉｅｎｃｅｓ ａｌｌ ａｃｒｏｓｓ ａｓｉａ

132

フムッシュ＼ＦＵＭＵＳＨ

133

狙い塗り

134

狙い埋め

135

136

通常

通常:
標準
通常:
標準

ｔｏｎａｌ ｓｃｅｎｔ

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

2012/7/12 2012-056605

03

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き

03,11,21

【03】化粧品，香料，薫料
【11】家庭用電気式アロマテラピー用ポット，その他の家庭用電気式芳香器及びその部
品，業務用電気式芳香器及びその部品
【21】アロマテラピー用ポット並びにその加熱器及びその他の部品

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

エイベックス・グループ・ホールディン
グス株式会社

2012/7/12 2012-056612 双日コスメティックス株式会社

2012/7/12 2012-056623 株式会社ノエビア
2012/7/12 2012-056624 株式会社ノエビア

2012/7/12 2012-056641 ワミレスコスメティックス株式会社

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

137

指定商品・役務
【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，オペラグラス，携帯電話機用ストラッ
プ，携帯電話機用ネックストラップ及びネックピース，電気通信機械器具，携帯電話機用プ
ログラム，携帯電話機用ゲームプログラム，電子応用機械器具及びその部品（「ガイガー
計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベータートロン・磁気
探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・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。），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及び保存することが
できる音楽ファイル，ダウンロード可能な音楽，インターネットを利用して受信及び保存す
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，映写フィルム，ス
ライドフィルム，スライドフィルム用マウント，電子出版物
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の判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，輸出入に関する事
務の代理又は代行，新聞記事情報の提供，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，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，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，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，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，化粧品・歯みがきの小売又は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・おもちゃの小売又は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
【03】身体用消臭スプレー，足の臭いその他の体臭消臭剤，化粧品，せっけん類

2012/7/12 2012-056649 モリンダ 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。
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26／37

今週の出願（類似群限定：04C01）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
14,35

138

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

25,35

139

￠Ｌｉｎｇｅ Ｎｏｅｌ＼ランジェノエ
ル

通常

2012/7/12 2012-056656 株式会社ワコール

01,03
140

ＳＴＲＡＣＴＩＯＮ＼ストラクション

通常

指定商品・役務
【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
【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】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，生理用ショーツの小売又は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
【01】化学品，植物成長調整剤類，高級脂肪酸，肥料，人工甘味料
【03】せっけん類，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，化粧品，つ
けづめ，つけまつ毛，歯磨き

2012/7/12 2012-056662 共栄化学工業株式会社

03,04,09,16,18,24,2 【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，
5

141

ＡＲＴ ＯＦ ＧＲＡＣＥ

通常

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

142

ＰＨＹＴＯＣＥＤＲＡＴ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056678 キャスター

ＰＨＹＴＯＬＩＵＭ

通常:
標準

03

03
143

2012/7/12 2012-056679 キャスター

※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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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】エッセンシャルオイル，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品，シャ
ンプー，頭髪用ローション，頭皮用ローション，バルサム（医療用のものを除く。），頭髪用
クリーム，頭皮用クリーム，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用のジェル状化粧品，頭髪の
スタイリング用ジェル状化粧品，スキンローション，皮膚の手入れ用化粧クリーム，スキン
クリーム，ジェル状化粧品，皮膚の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品
【03】エッセンシャルオイル，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品，シャ
ンプー，頭髪用ローション，頭皮用ローション，バルサム（医療用のものを除く。），頭髪用
クリーム，頭皮用クリーム，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用のジェル状化粧品，頭髪の
スタイリング用ジェル状化粧品，スキンローション，皮膚の手入れ用化粧クリーム，スキン
クリーム，ジェル状化粧品，皮膚の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

144

ＰＨＹＴＯＢＡＵＭＥ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056680 キャスター

145

ＰＨＹＴＯＳＴＩＭ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056682 キャスター

ＰＨＹＴＯＡＰＡＩＳＡＮＴ

通常:
標準

ＰＨＹＴＯＫＥＲＡＴＩＮＥ

通常:
標準

ＰＨＹＴＡＲＧＥＮＴ

通常:
標準

149

ＨＵＩＬＥ Ｄ’ＡＬＥＳ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056688 キャスター

150

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
146

2012/7/12 2012-056685 キャスター
03

147

2012/7/12 2012-056686 キャスター
03

148

2012/7/12 2012-056687 キャスター
03

151

図形商標

通常

2012/7/12 2012-056798

ｈｉｔａ＼ｈｉｔａ

通常

2012/7/12 2012-056814 日田天領水の里株式会社

153

ａｎｔｉｏｚ

通常:
標準

2012/7/13 2012-056830 株式会社ビーゲイト

Ｍｏｉｓｔ Ｆｏａｍ

通常

03,44

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【44】美容，理容，美容に関する助言・指導・情報の提供，入浴施設の提供，マッサージ，
アロマテラピーの提供，健康診断，栄養の指導

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】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

03

【03】化粧品，せっけん類

ビューティーバンク インコーポレー
テッド

152

154

03

2012/7/13 2012-056841 株式会社サンコール

※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】エッセンシャルオイル，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品，シャ
ンプー，頭髪用ローション，頭皮用ローション，バルサム（医療用のものを除く。），頭髪用
クリーム，頭皮用クリーム，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用のジェル状化粧品，頭髪の
スタイリング用ジェル状化粧品，スキンローション，皮膚の手入れ用化粧クリーム，スキン
クリーム，ジェル状化粧品，皮膚の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品
【03】エッセンシャルオイル，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品，シャ
ンプー，頭髪用ローション，頭皮用ローション，バルサム（医療用のものを除く。），頭髪用
クリーム，頭皮用クリーム，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用のジェル状化粧品，頭髪の
スタイリング用ジェル状化粧品，スキンローション，皮膚の手入れ用化粧クリーム，スキン
クリーム，ジェル状化粧品，皮膚の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品
【03】エッセンシャルオイル，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品，シャ
ンプー，頭髪用ローション，頭皮用ローション，バルサム（医療用のものを除く。），頭髪用
クリーム，頭皮用クリーム，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用のジェル状化粧品，頭髪の
スタイリング用ジェル状化粧品，スキンローション，皮膚の手入れ用化粧クリーム，スキン
クリーム，ジェル状化粧品，皮膚の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品
【03】エッセンシャルオイル，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品，シャ
ンプー，頭髪用ローション，頭皮用ローション，バルサム（医療用のものを除く。），頭髪用
クリーム，頭皮用クリーム，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用のジェル状化粧品，頭髪の
スタイリング用ジェル状化粧品，スキンローション，皮膚の手入れ用化粧クリーム，スキン
クリーム，ジェル状化粧品，皮膚の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品
【03】エッセンシャルオイル，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品，シャ
ンプー，頭髪用ローション，頭皮用ローション，バルサム（医療用のものを除く。），頭髪用
クリーム，頭皮用クリーム，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用のジェル状化粧品，頭髪の
スタイリング用ジェル状化粧品，スキンローション，皮膚の手入れ用化粧クリーム，スキン
クリーム，ジェル状化粧品，皮膚の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品
【03】エッセンシャルオイル，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品，シャ
ンプー，頭髪用ローション，頭皮用ローション，バルサム（医療用のものを除く。），頭髪用
クリーム，頭皮用クリーム，頭皮及び頭髪の洗浄用・手入れ用のジェル状化粧品，頭髪の
スタイリング用ジェル状化粧品，スキンローション，皮膚の手入れ用化粧クリーム，スキン
クリーム，ジェル状化粧品，皮膚の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品
【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

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：04C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

商標（見本）

商標

155

Ｉｎｎｅｒ Ｍｉｓｔ

156

ＤａｙＢａｓｅ

157

パワーアシスト

158

Ｓｉｌｋｙ Ｅｙｅｌａｓｈ Ｒｅｐａｉｒ

159

Ｓｉｌｋｙ Ｆａｃｅ Ｍａｓｋ Ｒｅｐａｉｒ

160

§ＣＧ

種別

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
【03】化粧品，せっけん類

03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛，つけまつ毛用接
着剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり

03

【03】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】化粧品，まつ毛用美容液

03

【03】化粧品，美顔用マスク，美顔用パック，パック用化粧品

03,05

【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
【01】化粧品製造用化学品
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛

2012/7/13 2012-056842 株式会社サンコール

2012/7/13 2012-056852 株式会社エルベ・プランズ
2012/7/13 2012-056865 株式会社ドクターシーラボ
レンズモード ピーティーイー リミ
テッド
レンズモード ピーティーイー リミ
2012/7/13 2012-056870
テッド
2012/7/13 2012-056869

2012/7/13 2012-056877 株式会社ドクターＭ

01,03
161

ジュネッセンス＼ＪＥＵＮＥＳＳＥ
通常
ＮＣＥ

指定商品・役務

03

2012/7/13 2012-056887 花王株式会社

03
162

ＢＥＡＵＴＹＬＡＳＨ

通常

2012/7/13 2012-056896 株式会社ウェーブコーポレーション

163

ＧＲＧ ＢＹ ＧＡＲＡＧＥ

分割:
標準

2012/7/13 2012-056910

※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。

ガレージ インターナショナル ラック 35
ス エスエーアールエル
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【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，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
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

03,08,10,12,16,18,2 【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
0,21,24,25,27,28,31, 【08】ピンセット，はさみ類，その他の手動利器（「刀剣」を除く。），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
35,41
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

164

ＤＡＤＷＡＹ

通常:
標準

03

【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，歯がため，しび
ん，病人用差込み便器
【12】乳母車及びその付属品，車椅子，エアクッション艇，二輪自動車・自転車並びにそれ
らの部品及び附属品，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー
【16】文房具類，紙類，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，荷札，印刷物，写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，蹄鉄，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧
道具入れ，傘
【20】クッション，座布団，まくら，乳幼児のおむつ替え用マット，マットレス，ネームプレート
及び標札（金属製のものを除く。），愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，愛玩動物用
キャリア，収納用ラック，乳児用スイングラック，椅子類，おもちゃ箱，机類，その他の家
具，風鈴，揺りかご，幼児用歩行器
【21】食器類，食品保存用合成樹脂製密閉容器，食品保存用ガラス瓶，携帯用アイスボッ
クス，米びつ，水筒，魔法瓶，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，台所用小物ラック，清掃用具及び洗濯用具，浴室用ボトルラック，湯かき棒，浴室用
腰掛け，浴室用手おけ，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，ゴミ袋用ディスペンサー，せっけん用ディ
スペンサー
【24】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，ブラ
ンケット，織物製テーブルナプキン，シャワーカーテン
【25】洋服 コート セーター類 ワイシャツ類 寝巻き類 下着 水泳着 水泳帽 抱っこ
【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
【03】化粧品

03

【03】化粧品

2012/7/13 2012-056952 株式会社ダッドウェイ

35

165

Ｒｅｒａ＼ＣＨＩＴＯＳＥ ＯＵＴＬＥＴ
通常
ＭＡＬＬ

166

ＲＴストリームジェル

167

ＲＴキープＬクリーム

通常:
標準
通常:
標準

2012/7/13 2012-057015 千歳マネージメント有限会社

2012/7/13 2012-057042 株式会社 ＲＴ
2012/7/13 2012-057043 株式会社 ＲＴ

※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/

30／37

今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

168

169

170

商標（見本）

商標

種別

ＲＴ Ｗエッセンスクリーム＼
アールティダブリューエッセンス 通常
クリーム

Ｌａ Ｓａｎａ∞Ｓｅａ Ｗｅｅｄｓ

Ｐｒｅｍｉｏｒ＼プレミオール

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03

【03】化粧品

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】化粧品，スキンケア用乳液，メーキャップ用化粧品，フェイシャルパック，化粧用マス
ク，顔の汚れ落し用の薄葉紙に含浸させた化粧品，しわ防止用クリーム，肌の引き締め用
化粧品，口紅，アイシャドウ，マスカラ，唇用化粧品，液状又は粉状のファンデーション，基
礎化粧品，スキンモイスチャライジングクリーム・ローション，ジェル状のスキンモイスチャ
ライジング用化粧品，美白用化粧品，肌の状態を整える化粧品，化粧用アストリンゼント，
スキンクレンジング用化粧品，目元用のシート状化粧品，目元用のクリーム，マッサージ
用化粧品，コンディショナー，シャワー用のジェル状化粧品，防汗用化粧品，身体用防臭
化粧品，香水，エッセンシャルオイルその他の香料類，整髪用化粧品，頭皮・頭髪用化粧
品
毛髪着色剤 シ ンプ
せ けん類 歯みがき
【03】肌・頭皮・つめ及び頭髪のケア・トリートメント及び美化用剤，化粧品，エッセンシャル
オイル，化粧用ローズヒップオイル

2012/7/13 2012-057044 株式会社 ＲＴ

2012/7/13 2012-057060 株式会社ヤマサキ

2012/7/13 2012-057061 株式会社ヤマサキ

171

ＨＥＸＹＬ－ＷＨＩＴＥ＼ヘキシル
ホワイト

通常

2012/7/13 2012-057063

ザ プロクター アンド ギャンブル
カンパニー

172

ＲＯＳＡＰＥＮＥ

優先:
標準

2012/7/13 2012-057132

トリロジー ナチュラル プロダクツ
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。

03

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：04C01）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

173

Ｍｅ％

通常

2012/7/13 2012-057146 株式会社ポイント

18,24,25,35

174

§Ｈｅａｔｈｅｒ∞ｂｅ

通常

2012/7/13 2012-057147 株式会社ポイント

35
175

とこしえ

通常:
標準

2012/7/13 2012-057250 良福株式会社

176

Ｒｅ－ｈｅａｌｉｎｇ

通常:
標準

2012/7/13 2012-057257 中川 信男

※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/

【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
【03】化粧品，せっけん類
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

177

178

179

商標（見本）

商標

森 英恵

§Ｈａｎａｅ Ｍｏｒｉ

図形商標

種別

通常

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/7/9

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛，靴クリーム，靴墨

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

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

2012-058831 大京株式会社

通常

2012/7/9

2012-058843 株式会社Ｊｕｎｃａ

181

オートマティック センサー

通常:
標準

2012/7/9

2012-058920

通常

03
2012/7/14 2012-057276 株式会社ハナエモリ・アソシエイツ

＆ｆｌｏｗ＼アンドフロー

ｉＤｏｃｔｏｒ

アフェクションインターナショナル株式 03
会社
35,36,44

2012/7/10 2012-059309 三上 兼吾

03,14,18,24,25,30,3
5,45
183

ＣＡＴ ＷＡＬＫ

通常

2012/7/10 2012-059312 ＪＵＮＫＯ ＫＯＳＨＩＮＯ株式会社

03
184

Ｒｅｓｔｇｅｎｏｌ＼ＰＨＹＴＯ ＧＥＮＯ
Ｌ＼レストジェノール＼フィトジェ 通常
ノール

指定商品・役務
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛，靴クリーム，靴墨

2012/7/14 2012-057273 株式会社ハナエモリ・アソシエイツ

180

182

区分
03

2012/7/10 2012-059314

※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。

株式会社スタイリングライフ・ホール
ディングス

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

【03】化粧品，せっけん
【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，香料類，つけづめ，つけまつ毛
【14】貴金属，キーホルダー，身飾品，時計
【18】かばん類，袋物，かばん金具，携帯用化粧道具入れ，傘，つえ，皮革
【24】布製身の回り品，布製ラベル
【25】被服，履物，バンド，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，穀物の加工品，食用粉類
【35】広告
【45】ファッション情報の提供
【03】化粧品，せっけん類
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

185

186

187

188

189

190

191
192

193

商標（見本）

商標

種別

§ｈｅｌｃｏｓ＼ｎｏｒｉＧｒａｎｄＰｒｉｘ＼
通常
アイノリグランプリ

§ｈｅｌｃｏｓ＼ｎｏｒｉＦａｃｅ＼アイノ
通常
リフェイス

ＣＯＣＯＮ

￠Ｃｅｌｌｕｌｅ ｄｅ ｂｅａｕｔｅ

ココン

セリュール ド ボーテ

通常

通常

通常

通常

ふわり フワリ ＦＵＷＡＲＩ ｆｕｗ 通常:
ａｒｉ
標準
通常:
日本酒の化粧水
標準

§小石丸∞ｋｏｉｓｈｉｍａｒｕ

通常

出願日

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

出願番号

出願人／権利者

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品

03,05

【03】せっけん類，化粧品
【05】薬剤，サプリメント

03

【03】化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛，歯磨き，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，

2012-059344 田中 寛

2012-059347 株式会社エストプロ

2012-059348 株式会社エストプロ

2012-059349 株式会社エストプロ

2012-059350 株式会社エストプロ

2012-059362 菊正宗酒造株式会社

2012/7/10 2012-059738 畑 晶夫

※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】化粧品
【41】興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競
馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。）

2012-059343 田中 寛

2012/7/10 2012-059359 昭栄薬品株式会社
2012/7/9

区分
03,41

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：04C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

194

195

商標（見本）

商標

種別

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

出願日

出願番号

出願人／権利者

通常

196

ＫＯＹＯＫＡＳＥＩ

通常:
標準

2012/7/10 2012-059776 株式会社コーヨー化成

197

マイケルパワー

通常:
標準

2012/7/10 2012-059784 株式会社ＡＫＲ４６

199

200

201

エスペランサ＼Ｅｓｐｅｒａｎｚａ

通常

ダリアインターナショナル＼Ｄａｈ
通常
ｌｉａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｏｒｇａ ｎａｔｕｒｅ＼オーガナチュ
レ

ヒートシェイプ ミスト＼ＨＥＡＴ
ＳＨＡＰＥ ＭＩＳＴ

通常

通常

指定商品・役務
【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

03,10,41

【03】化粧品
【10】美容マッサージ器具
【41】美容に関する施術の教授，美容に関するセミナーの企画及び運営

03,05,16

【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

2012/7/10 2012-059747 株式会社カネダイ

抜筋整顔

198

区分
35

2012/7/10 2012-059764 株式会社エヌ・アイ・シー

03,05
03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛，化粧用コットン

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品，香料類，せっけん類，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛

03

【03】ミスト状の化粧品

2012/7/12 2012-060162 株式会社ミナモ

2012/7/11 2012-060191 株式会社グロウスファクター

2012/7/11 2012-060211 株式会社粧薬研究所

2012/7/13 2012-060599 株式会社アリミノ

※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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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

202

203

204

205

206

207

208

商標（見本）

商標

種別

ヒートバフミスト＼ＨＥＡＴ ＢＵＦ
通常
Ｆ ＭＩＳＴ

ＣＨＡＵＭ

§Ｌａｂｏｂｏ

薬師堂製薬化工

Ｌａ－Ｓｈｉｎ

§ｓｏｚａｉｓｙａ

プリマビジュ＼ｐｒｉｍａ ｂｉｊｏｕ

通常

通常

通常

通常

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03

【03】ミスト状の化粧品

03,05

【03】化粧品
【05】サプリメント

03,05,16

【03】乳幼児用せっけん類，乳幼児用ローション，乳幼児用オイル，ベビーオイル
【05】妊婦用ナプキン，産褥用ナプキン
【16】紙製乳幼児用おしめ，紙製乳幼児用パンツ式おしめ，パッド状の紙製乳幼児用おし
め，乳幼児用おしりふき

03,42

【03】化粧品，石鹸類，香料，薫料，付け爪，付けまつ毛
【42】医薬品・化粧品の研究

03,42

【03】化粧品，石鹸類，香料，薫料，付け爪，付けまつ毛
【42】医薬品・化粧品の研究

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。

03

【03】化粧品，せっけん類，香料，つけづめ，つけまつ毛，化粧用コットン

2012/7/13 2012-060600 株式会社アリミノ

2012/7/12 2012-060647 ＢＪ ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社

2012/7/13 2012-061167 エイピーピー・ジャパン株式会社

2012/7/12 2012-061173 有限会社薬師堂製薬化工

2012/7/12 2012-061174 有限会社薬師堂製薬化工

2012/7/13 2012-061178 株式会社保田商店

2012/7/14 2012-061236 山田 美紀子

※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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今週の出願（類似群限定：04C01）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
03,05,35,44

209

ＨＯＲＭＥＴＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/11 2012-357435 ＨＯＲＭＥＴＡ Ｓ．Ａ．

03,05,35,44

マド
プロ:
通常

210

2012/7/11 2012-357436 ＨＯＲＭＥＴＡ Ｓ．Ａ．

03
211

212

213

ＷｒｉｎｋｌｅＭＤ

§Ｋ

ＨＹＡＮＩＦＹ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/12 2012-357732

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｈａｒｍａｃｅｕ
ｔｉｃａｌｓ Ｃｏｒｐ．

03,35

【03】Soaps for personal use; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
【35】Retail service in connection with the sale of cosmetic, beauty and face and body
care preparations.
【03】身体用せっけん，香料類及び香水類，精油，化粧品，ヘアローション，歯磨き
【35】化粧品・美容剤並びに顔及び身体の手入れ用剤の販売に関連する小売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供

01,03,05

【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 2012-357844 Ｌ’ＯＲＥＡＬ

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。

指定商品・役務
【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.
【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。）
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

214

ＰＵＬＰＥ ＤＥ ＶＩＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/12 2012-358074 ＤＵＣＲＥＴ Ｊｕｌｉｅ

03,32
215

216

217

218

§ｎｕＺｅｅ

マド
プロ:
通常

ＴＲＩＡＳＯＲＢ

マド
プロ:
通常:
標準

§ＨＵＲＲＡＷ！

ＬＵＮＡＲ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/12 2012-358544 ＮｕＺｅｅ Ｃｏ Ｌｔｄ

2012/7/9

2012/7/8

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。

2012-358855

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
【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

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。）

09,16,18,35,40

【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

ＰＩＥＲＲＥ ＦＡＢＲＥ ＤＥＲＭＯ－ＣＯ
ＳＭＥＴＩＱＵＥ

2012-358858 Ｃｏｒｒｉｅ Ｃｏｌｂｅｒｔ

2012-359400 ＨＡＳＳＥＬＢＬＡＤ Ｓaｒｌ
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