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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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

1

Ｐｕｒｉｔｙ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ

通常:
標準

2012/7/17 2012-057293 モレックス インコーポレイテド

2

ＰａｒｉｓＬａｓｈ

通常:
標準

2012/7/17 2012-057337 有限会社はまざき

3

4

ルオモ＼Ｌ’ＵＯＭＯ

通常

ＨＡＩＲＭＥＤＩＣ＼ヘアメディック 通常

5

サラブレッド プラリフト＼Ｔｈｏｒ
通常
ｏｕｇｈｂｒｅｄ Ｐｌａｌｉｆｔ

6

ＨＡＴＳＵＢＩＲＹＯＫＵ

通常:
標準

03,44
03

【03】化粧品，せっけん類，香料

03,05

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
【05】育毛剤

03

【03】化粧品

03,05

【03】化粧品，せっけん類
【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，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
【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，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，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

2012/7/17 2012-057362 株式会社伊勢半

2012/7/17 2012-057364 株式会社ユニーク

2012/7/17 2012-057403 株式会社Ｍｉｚｕｋｉ

2012/7/17 2012-057415 佐藤製薬株式会社
35

7

8

9

オイルフリー派ダ

高保湿アロマローズ

オリーブアミノ

通常

通常

通常

指定商品・役務
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，食器用洗剤，消毒用石鹸・その他の石鹸類，歯磨
き，化粧水・その他の化粧品
【05】小動物飼育環境用消臭剤，殺菌剤及び消毒剤，浄化薬・その他の薬剤，アルコール
を含浸した消毒布
【16】アルコールをしみこませたウェットティッシュ・その他のウェットティッシュ
【03】つけまつ毛，つけまつ毛用接着剤，化粧品，エクステンション用人工つけまつ毛
【44】まつ毛カール美容，まつ毛パーマ美容，まつ毛増毛美容，美容，理容

2012/7/17 2012-057452 オルビス株式会社

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

2012/7/17 2012-057490 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/7/17 2012-057491 クラシエホームプロダクツ株式会社

※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）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,41,43

10

ＴＯＷＥＲ ＲＥＣＯＲＤＳ ＣＡＦＥ 通常

2012/7/17 2012-057518 タワーレコード株式会社

09,35,38,41

11

ＴＯＷＥＲ ＲＥＣＯＲＤＯｍｍＵｎ
通常
Ｅ

2012/7/17 2012-057519 タワーレコード株式会社

※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】広告業，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進のための企画及び実行
の代理，織物・寝具類・被服・履物・かばん類・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，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，携帯電話機又はスマートフォン用ストラップ・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，食器・キー
ホルダー・手動利器・手動工具・金具・台所用品・清掃用具・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，化粧品・歯磨き・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，書籍・雑誌・印刷物・紙類・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，ダウンロード
可能な電子出版物のオンラインによる小売又は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・人形・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・レコード・録音済み記録媒体・録画済み記録媒体の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ダウンロード可能な音楽
及び映像のオンラインによる小売又は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・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・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
【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，講演会の企画・運
営又は開催，美術品の展示，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，
映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，トーク
ショーの企画・運営又は開催，写真展の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催
（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修の
ための施設の提供，娯楽の提供，娯楽情報の提供，オンラインによる電子書籍・音楽・画
像・映像の提供，放送番組の制作，録音又は録画済み記録媒体の原盤の制作，オンライ
ンによるゲームの提供 教育・文化・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催 書籍の
【09】録音済みＣＤその他の記録媒体，録画済みＤＶＤその他の記録媒体，電子出版物，
ダウンロード可能な雑誌・書籍・新聞・映像・画像・文字情報・音楽及び音声，携帯電話機
又はスマートフォン用ストラップ，電気通信機械器具並びにその部品及び附属品，コン
ピュータソフトウェア，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲーム機用プログ
ラム，ダウンロード可能なゲームプログラム
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進のための企画及び実行
の代理，織物・寝具類・被服・履物・かばん類・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，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，携帯電話機又はスマートフォン用ストラップ・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，食器・キー
ホルダー・手動利器・手動工具・金具・台所用品・清掃用具・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，化粧品・歯磨き・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，書籍・雑誌・印刷物・紙類・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，ダウンロード
可能な電子出版物のオンラインによる小売又は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・人形・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・レコード・録音済み記録媒体・録画済み記録媒体の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ダウンロード可能な音楽
及び映像のオンラインによる小売又は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・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・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
【38】電気通信（「放送」を除く。），放送
【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，講演会の企画・運
営又は開催，美術品の展示，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，
映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，トーク
ショーの企画・運営又は開催 写真展の企画・運営又は開催 興行の企画・運営又は開催
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,41

12

§Ｓｐａｃｅ＼ＨＡＣＨＩＫＡ∞Ｉ

通常

2012/7/17 2012-057520 タワーレコード株式会社

03,26
13

ａｍＩＫａ：＼ｌｏｖｅ ｙｏｕｒ ｈａｉｒ

通常

2012/7/17 2012-057527 カドシュ，シェイ

03
14

15

16

ＰＲＥＭＥＡ

フレグランスエッセンス＼ＦＲＡ
ＧＲＡＮＣＥ ＥＳＳＥＮＣＥ

通常

通常

フレグランスカラー＼ＦＲＡＧＲＡ
通常
ＮＣＥ ＣＯＬＯＲ

指定商品・役務
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進のための企画及び実行
の代理，織物・寝具類・被服・履物・かばん類・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，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，携帯電話機又はスマートフォン用ストラップ・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，食器・キー
ホルダー・手動利器・手動工具・金具・台所用品・清掃用具・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，化粧品・歯磨き・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，書籍・雑誌・印刷物・紙類・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，ダウンロード
可能な電子出版物のオンラインによる小売又は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・人形・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・レコード・録音済み記録媒体・録画済み記録媒体の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ダウンロード可能な音楽
及び映像のオンラインによる小売又は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・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・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
【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，講演会の企画・運
営又は開催，美術品の展示，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，
映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，トーク
ショーの企画・運営又は開催，写真展の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催
（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修の
ための施設の提供，娯楽の提供，娯楽情報の提供，オンラインによる電子書籍・音楽・画
像・映像の提供 放送番組の制作 録音又は録画済み記録媒体の原盤の制作 オンライ
【03】ヘアケア製品，ヘア美容液（薬用のものを除く），ヘアマスク，ヘアクリーム，髪油，ヘ
アーモイスチャライザー（薬用のものを除く），ヘアシャンプー，ヘアコンディショナー，ヘア
スタイリングスプレー，毛髪用保護スプレー
【26】電気式ヘアスタイラー及びその附属品，電気式ヘアスタイリングアイロン，電気式毛
髪用フラットアイロン，毛髪をストレートにする電気式ヘアアイロン，電気式ヘアカーラー，
電気式ヘアスタイラーケース，電気式ヘアスタイラーホルダー，耐熱性素材の電気式ヘア
スタイラーマット（広げると使用直後のヘアスタイラーの熱から付着面を保護しまるめると
旅行用ケースとして使用できるマット）
【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

2012/7/17 2012-057538 日本メナード化粧品株式会社

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，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，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛

2012/7/17 2012-057539 日本メナード化粧品株式会社

2012/7/17 2012-057540 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。

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）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

17

商標（見本）

商標

ジャスミンブーケ＼ＪＡＳＭＩＮＥ
ＢＯＵＱＵＥＴ

種別

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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

03,09,12,35,41

【03】香水，オードトワレ，香料，香水類，化粧品，歯磨き，精油，化粧用クリーム，せっけ
ん，化粧用ローション，アフターシェーブローション，薫料，ポプリ，リネンの芳香付きにおい
袋
【09】測定機械器具，測量機械器具，航海用計器・計測装置，ナビゲーション装置，乗物用
ナビゲーション装置，電気磁気測定器，検出器，電気通信機械器具，音声周波機械器
具，映像周波機械器具，音声・映像の記録・伝送・再生装置，未記録の磁気記録媒体，未
記録の磁気ディスク，電子応用機械器具及びその部品，コンピュータ，ノートブック型コン
ピュータ，コンピュータ記憶装置，コンピュータ周辺機器，コンピュータプログラム（記憶され
たもの），コンピュータ専用ケース，電話機械器具，携帯電話機，電気通信機械器具の部
品及び附属品，携帯電話機の専用ケース，携帯電話機のストラップ，電話用ハンズフリー
キット，携帯電話機用ヘッドセット装置，携帯型メディアプレーヤー，電子計算機用プログラ
ム，携帯型メディアプレーヤー専用ケース，携帯電話機・携帯型メディアプレーヤー・携帯
型コンピュータ・携帯情報端末機用のプログラム，携帯電話機・コンピュータ・携帯型メディ
アプレーヤー用のダウンロート可能な画像・音楽・着信音，携帯電話機用の着脱式パネ
ル，眼鏡，眼鏡の部品及び附属品，磁石
【12】船舶並びにその部品及び附属品，ヨット，ボート，しゅんせつ船，水上オートバイ，
モーターボート，ボートカバー，ボートチョック，クリート（船舶用のもの），船舶用防舷具，か
じ，ボートフック，ボート用マスト，ボート用ダビット，船体
【35】広告，マーケッティングのための広告，市場調査，商業又は広告のための展示会の
企画・運営，事業の管理に関する助言，ヨット・ヨットレース・ヨットクラブ・ヨット以外の水上
用乗物の広告，ヨット・ヨットレース・ヨットクラブ・ヨット以外の水上用乗物の市場調査，ヨッ
トオーナー・ボートオーナー・その他の水上用乗物のオーナーの事業の管理に関する指導
及び助言，ボートの売買契約の媒介，コンピュータデータベースへの情報構築，水上の乗
物と位置に関する情報のオンラインコンピュータデータベースへの構築，時計及び眼鏡の
小売り又は卸売の業務のおいて行われる顧客に対する便益の提供 広告・販売のための
【03】薬用歯磨き，その他の歯磨き，化粧品，口臭用消臭剤，せっけん類
【05】薬剤，歯科用材料，サプリメント
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），電気式歯ブラシ，デンタルフロス，コップ
【03】香水，オードトワレ，香料，香水類，化粧品，歯磨き，精油，化粧用クリーム，せっけ
ん，化粧用ローション，アフターシェーブローション，薫料，ポプリ，リネンの芳香付き用に
おい袋
【09】音声・映像の記録・伝送・再生装置，未記録の磁気記録媒体，未記録の磁気ディス
ク，電子応用機械器具及びその部品，コンピュータ，ノートブック型コンピュータ，コン
ピュータ記憶装置，コンピュータ周辺機器，コンピュータプログラム（記憶されたもの），コン
ピュータ専用ケース，電話機械器具，携帯電話機，電気通信機械器具の部品及び附属
品，携帯電話機の専用ケース，携帯電話機のストラップ，電話用ハンズフリーキット，携帯
電話機用ヘッドセット装置，携帯型メディアプレーヤー，電子計算機用プログラム，携帯型
メディアプレーヤー専用ケース，携帯電話機・携帯型メディアプレーヤー・携帯型コン
ピュータ・携帯情報端末機用のプログラム，携帯電話機・コンピュータ・携帯型メディアプ
レーヤー用のダウンロード可能な画像・音楽・着信音，携帯電話機用の着脱式パネル，眼
鏡，眼鏡の部品及び附属品，磁石
【16】紙，ボール紙，厚紙，厚紙製包装用容器，厚紙製文房具，厚紙製印刷物，筆記用
具，万年筆，ボールペン，ローラーボールペン，鉛筆，シャープペンシル，筆立て，ペン軸，
筆記用具箱（文房具），筆記用具箱（セット），包装材料（文房具），紙幣用クリップ，貴金属
製マネークリップ，ペーパーナイフ，書類ホルダー（文房具），筆記用紙，印刷用紙，ノート
ブック，ノートパッドホルダー，システム手帖用カバー，日記帳，カレンダー，教材（器具に
当たるものを除く。），ハンドブック，カタログ，小冊子，雑誌，説明書，印刷物，出版物，グ
ラフィック印刷物，グラフィック複製画，絵画，写真，写真台紙用具，ポスター，カード，紙製
又は厚紙製の広告板紙，紙製包装袋，包装紙，ペーパーリボン，ラベル（織物製のものを
除く。），文房具，インキ，筆記用具用インキカートリッジ，インキスタンド
【18】皮革，毛皮，革製肩掛けベルト，札入れ，がま口，ベルトその他高級品用の革製の包
装容器，ブリーフケース，アタッシュケース，カード入れ，キーケース，スーツケース，携帯
用化粧道具入れ 化粧道具入れ 革製旅行用具入れ 革製バンド 革ひも 皮革製包装

2012/7/17 2012-057541 日本メナード化粧品株式会社

18

ＦＲＡＮＣＫ ＭＵＬＬＥＲ

優先:
標準

2012/7/17 2012-057571

19

ＲＥＦＲＥＣＡＲＥ

通常:
標準

2012/7/17 2012-057575 イーエヌ大塚製薬株式会社

エフエムティーエム ディストリビュー
ション リミテッド

03,05,21
03,09,16,18,25,34

20

§ＦＭ

優先

指定商品・役務

03

2012/7/17 2012-057578

※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。

エフエムティーエム ディストリビュー
ション リミテッド

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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
14,18,25,35

21

ｍｅｒｒ’ｅｍｅｗ

通常

2012/7/17 2012-057672 株式会社エイ・ネット

14,18,25,35

22

メレミュウ

通常

2012/7/17 2012-057673 株式会社エイ・ネット

※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
【14】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】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服
類，皮革，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄
【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，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，ホテル事業の管理，広告用具の貸与，織
物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，電子端末機器用のカバー及びケースの小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，携帯電話機用のストラップ及
びケースの小売又は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，紙類及び文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おも
ちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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
【14】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】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服
類，皮革，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄
【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，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，ホテル事業の管理，広告用具の貸与，織
物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，電子端末機器用のカバー及びケースの小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，携帯電話機用のストラップ及
びケースの小売又は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，紙類及び文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おも
ちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
16,35,41,43,44

23

ワハハ

24

体内湯治

25

アイスクリームスパ

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準

2012/7/18 2012-057691 医療法人 翔優会

2012/7/18 2012-057698 三和工業株式会社
2012/7/18 2012-057716 松村 秀文

03,32,43
03,44
03,05

26

木のある生活

通常:
標準

2012/7/18 2012-057733 小林製薬株式会社

35
27

ミドリ薬品

通常

2012/7/18 2012-057750 株式会社マツモトキヨシ九州販売

28

フェイシャリストアクネ 薬用マ
スク

通常:
標準

2012/7/18 2012-057767 株式会社シーボン

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

03

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

指定商品・役務
【16】雑誌，新聞，定期刊行物，ポスター，地図，時刻表，書籍，絵はがき，カタログ，カレン
ダー，ニューズレター，パンフレット，テキストブック，トレーディングカード，色見本カード，
その他の印刷物，ステッカー，文房具類，歯の清拭用ウエットティッシュペーパー，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，ポケットウェット
ティッシュ，化粧落し用紙ナプキン，書画，紙袋，段ボール箱，紙製包装用容器，包装紙，
プラスチック製包装用袋，紙製ペナント，紙製のぼり，紙製旗
【35】歯ブラシ・歯間ブラシ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，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，化
粧品・歯磨き・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，デンタルフロスの小売又は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，電気式歯ブラシその他の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，ビタミン・ミネラル類を含有した粉末状・顆粒状・液状・固形
状・半固形状・ゼリー状・錠剤状・カプセル入りの加工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，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，食餌療法用食品及び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，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，コップその他の台所用品・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，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 書籍その他の印刷物の小売又
【03】せっけん類，香料，薫料，化粧品
【32】鉱泉水，飲料用温泉水
【43】鉱泉水の提供，飲料用温泉水の提供
【03】シャンプー，ヘアートリートメント
【44】美容，理容，頭皮のマッサージ，頭皮のトリートメント，頭皮及び頭髪の手入れ
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，つや出し剤，せっけん類，身体用消
臭剤，身体用防臭剤，その他化粧品，香料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香剤
（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】芳香消臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），その他の消臭剤（身体用・
動物用及び工業用のものを除く。），防臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），
脱臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マ
スク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，おりものシート，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，
歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，サプリメント
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤
及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化
粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
医療用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，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，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，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】ニキビ用又はニキビ肌用の薬用のパック用化粧品
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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

29

Ｂｅｔｔｅｒ Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057781 株式会社セイエンタプライズ

35

30

Ｂｅｔｔｅｒ Ｌｉｆｅ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057782 株式会社セイエンタプライズ

35

31

ＳｅｉＳｈｏｐ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057783 株式会社セイエンタプライズ

03,05,11,42,44
32

ヘアーホスピ

通常

2012/7/18 2012-057796

※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。

ルーヴルドージャパン株式会社
株式会社 ヘイゼル・トンプソン

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

指定商品・役務
【35】通信販売に関する事務の代理又は代行，文書又は磁気テープのファイリング，コン
ピュータによるファイルの管理，コンピュータデータベースへの情報構築，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，寝袋（キャンプ用のものを
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，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，安全靴・その他の履物の小
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
売または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，充電器・発電用太陽電池モ
ジュール・照明器具・その他の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，カヤック・ゴムボート・ゴムボート用空気入れの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，糞尿処理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，消臭剤・抗菌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，薬剤・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
【35】通信販売に関する事務の代理又は代行，文書又は磁気テープのファイリング，コン
ピュータによるファイルの管理，コンピュータデータベースへの情報構築，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，寝袋（キャンプ用のものを
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，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，安全靴・その他の履物の小
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
売または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，充電器・発電用太陽電池モ
ジュール・照明器具・その他の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，カヤック・ゴムボート・ゴムボート用空気入れの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，糞尿処理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，消臭剤・抗菌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，薬剤・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
【35】通信販売に関する事務の代理又は代行，文書又は磁気テープのファイリング，コン
ピュータによるファイルの管理，コンピュータデータベースへの情報構築，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，寝袋（キャンプ用のものを
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，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，安全靴・その他の履物の小
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
売または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，充電器・発電用太陽電池モ
ジュール・照明器具・その他の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，カヤック・ゴムボート・ゴムボート用空気入れの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，糞尿処理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，消臭剤・抗菌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，薬剤・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
【03】せっけん類，化粧品
【05】薬剤
【11】美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。）
【42】毛髪に関する試験・検査又は研究
【44】毛髪の診断，毛髪の健康に関する指導又は助言，毛髪の組織を改善するための処
置，毛髪の発毛・育毛又は増毛，頭皮のマッサージ，毛髪に関する情報の提供，美容，理
容，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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】せっけん類，化粧品
【05】薬剤
【11】美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。）
【42】毛髪に関する試験・検査又は研究
【44】毛髪の診断，毛髪の健康に関する指導又は助言，毛髪の組織を改善するための処
置，毛髪の発毛・育毛又は増毛，頭皮のマッサージ，毛髪に関する情報の提供，美容，理
容，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与

03,32

【03】化粧せっけん，シャンプー，化粧水，クリーム，紅，頭髪用化粧品，香水，アイシャド
ウ，ネイルエナメル，マスカラ，毛髪脱色剤
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品

ルーヴルドージャパン株式会社
株式会社 ヘイゼル・トンプソン

33

ホスピカ

通常

2012/7/18 2012-057797

34

Ｂｉｏ ＩＴ Ｅｖｅｒｌａｓｔｉｎｇ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057805 バイオＩＴ株式会社

03
35

図形商標

通常

指定商品・役務

03,05,11,42,44

2012/7/18 2012-057807 株式会社クロバーコーポレーション

35,41,43

36

ＣＵＴＵＰ＼ＳＴＵＤＩＯ

通常

2012/7/18 2012-057808 タワーレコード株式会社

37

蔵元美人 白米発酵

通常:
標準

2012/7/18 2012-057826 株式会社外池酒造店

※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/

【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進のための企画及び実行
の代理，織物・寝具類・被服・履物・かばん類・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，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，携帯電話機又はスマートフォン用ストラップ・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，食器・キー
ホルダー・手動利器・手動工具・金具・台所用品・清掃用具・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，化粧品・歯磨き・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，書籍・雑誌・印刷物・紙類・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，ダウンロード
可能な電子出版物のオンラインによる小売又は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・人形・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・レコード・録音済み記録媒体・録画済み記録媒体の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ダウンロード可能な音楽
及び映像のオンラインによる小売又は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・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・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
【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，講演会の企画・運
営又は開催，美術品の展示，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，
映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，トーク
ショーの企画・運営又は開催，写真展の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催
（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修の
ための施設の提供，娯楽の提供，娯楽情報の提供，オンラインによる電子書籍・音楽・画
像・映像の提供，放送番組の制作，録音又は録画済み記録媒体の原盤の制作，オンライ
ンによるゲームの提供 教育・文化・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催 書籍の
【03】化粧品，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，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）2012.07.15～2012.07.21.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

38

リークラブ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057832 フジシロ工業有限会社

35

39

ＪＲＣＡ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057849 フジシロ工業有限会社

※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】中古の衣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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古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，中古の自転車・オートバイの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，中古の家庭用家具及びオフィス家具
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，中古の電気機械器
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，中古の手動利
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，中古の台所用品・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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古のおもちゃ・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，中古の楽器及びレコード・ＣＤの小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，中古の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，中古の時計及び眼鏡
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，中古の宝玉及びそ
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，中古の骨
董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，中古の絵画の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，リユースされる衣料品
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
【35】中古の衣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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古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，中古の自転車・オートバイの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，中古の家庭用家具及びオフィス家具
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，中古の電気機械器
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，中古の手動利
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，中古の台所用品・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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古のおもちゃ・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，中古の楽器及びレコード・ＣＤの小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，中古の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，中古の時計及び眼鏡
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，中古の宝玉及びそ
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，中古の骨
董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，中古の絵画の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，リユースされる衣料品
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
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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

03,09,16,18,25,28,3 【03】せっけん類，香料，香水類，精油，化粧品，ヘアーローション，歯磨き
【09】光学用機器，光学レンズ，運動用ゴーグル，スキー用のゴーグル，コンタクトレンズ用
5

40

モンクレール

通常:
標準

2012/7/18 2012-057856

モンクレール ソチエタ ア レスポン
サビリタ リミタータ

35

41

キセキファクトリー

通常

2012/7/18 2012-057862 株式会社キセキファクトリー

※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。

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

容器，眼鏡，サングラス，眼鏡用容器，サングラス用ケース，鼻眼鏡用容器，眼鏡用及び
サングラス用の鎖，眼鏡及びサングラスのフレーム，眼鏡用ひも，携帯電話機，携帯電話
機用ケース，携帯電話機用ストラップ，携帯電話機用イヤホン，携帯電話機用ハンズフ
リー装置，携帯型オーディオプレーヤー，携帯型オーディオプレーヤー用ケース，デジタル
カメラ，ビデオカメラ，マウスパッド，電子手帳，保護ヘルメット，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，運動用保
護ヘルメット，携帯電話の部品及び附属品，サングラス及び眼鏡の部品及び附属品
【16】アルバム，カレンダー，学習帳，紙製小立像，印刷物，定期刊行物，書籍，写真，文
房具類，筆記用具，ペン（事務用品），絵画用具，絵画用材料，書画，写真立て
【18】皮革，擬革，財布，通学用かばん，カードケース，旅行用トランク，バックパック，リュッ
クサック，札入れ，買物袋，アタッシュケース，ビーチバッグ，ハンドバッグ，旅行かばん，
かばん金具，ポーチ，皮革製包装用容器，ブリーフケース，皮革製の容器，携帯用化粧道
具入れ，皮革製のキーケース，スーツケース，スポーツバッグ，旅行用のガーメントバッ
グ，革ひも，かばん類，袋物，がま口口金，蹄鉄
【25】被服，オーバーオール，下着，セーター，ワイシャツ類及びシャツ，毛皮製被服，スー
ツ，ズボン，外衣，ニット製被服，コート，スカート，プルオーバー型セーター及びプルオー
バー型シャツ，織物製ジャケット（被服），ジャケット，パーカ，股引，パジャマ，ダウンジャ
ケット，ダウンコート，ダウンベスト，新生児用被服，子供用寝袋，水泳着，スキーズボン，
スキージャケット，防水加工を施した被服，レインコート，体操用靴，スキー靴，ランニング
シューズ，登山靴，履物，ブーツ，スリッパ，サンダル，靴及び運動用特殊靴，帽子，ひさし
付き帽子，つば付帽子，靴下，メリヤス下着，メリヤス靴下，手袋，ネクタイ，スカーフ，
ショール，ベール，ベルト，衣服用ベルト，運動用特殊衣服，ポロシャツ，ティーシャツ，ベ
スト
【28】スキー そり（運動用具） サーフスキー スケートボード 踏切板 スキー及びサーフ
【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の便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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

42

ｋｉｓｅｋｉ＼ｆａｃｔｏｒｙ

通常

03

03

【03】化粧品

03

【03】化粧用マスク型パックシート，その他の化粧品

2012/7/18 2012-057863 株式会社キセキファクトリー

35

43

ＪＡＬＵＸ

44

泡ソムリエ

45

ｔｏｎａｌ ｓｃｅｎｔ ｂｏｄｙ ｂｕｔｔｅｒ

46

さくらの肌もち

通常:
標準

通常

通常:
標準
通常:
標準

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の便益の提供，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
【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，身飾品の小売又は卸売の業務
において行なわれる顧客に対する便益の提供，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，空港や航空機整備において使用される
特殊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
【03】せっけん類，化粧品

2012/7/18 2012-057867 株式会社ＪＡＬＵＸ

2012/7/18 2012-057871 ロゼット株式会社

2012/7/18 2012-057904 ワミレスコスメティックス株式会社
2012/7/18 2012-057905 ワミレスコスメティックス株式会社

※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）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.
47

48

商標（見本）

商標
形状復元ジェリー

ＫＯＮＡＭＩ

種別
通常:
標準

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/7/18 2012-057926 双日コスメティックス株式会社

区分

【03】ジェリー状の化粧品，ジェリー状のせっけん類

35

【35】広告業，広告，広告の代理，販売促進のための商品見本市の企画・運営又は開催，
販売促進のためのゲーム大会の企画・運営又は開催，広告用具の貸与，広告スペースの
貸与又は提供，広告スペースの貸与又は提供に関する情報の提供，トレーディングスタン
プ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理及び清算並びにこ
れらに関する情報の提供，ポイントの発行・清算及び管理並びにこれらに関する情報の提
供，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の媒介，顧
客情報の管理，コンピュータネットワークを介した事業に関する情報の提供，競売の運
営，競売の運営に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行，輸出入に
関する事務の代理・代行に関する情報の提供，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，
雑誌記事情報の提供，自動販売機の貸与，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，加工食料品・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，調味料の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手鏡・整理箱の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，絵馬・香炉の小売又は卸売の業務に
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，携帯電話機用ケース又はストラップ・デジタル
フォトフレーム・イヤホン・ヘッドフォン・その他の電気通信機械器具の部品及び附属品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，コンピュータソフトウェ
ア・携帯電話機用プログラム・携帯電話機又はコンピュータ用のゲームソフトウェア・電子
【03】非薬用のスキンケア用剤，非薬用のスキンケア用クリーム，非薬用のスキンケア用
ローション，非薬用のスキンケア用ジェル，非薬用のスキンケア用化粧水，非薬用のスキ
ンケア用洗浄剤，非薬用のスキンケア用せっけん・ピーリング用剤，バスオイル，バスソル
ト，香油，香水，前記全商品の成分として販売される植物抽出物，せっけん類，化粧品，
香料，薫料，歯みがき
【05】栄養補助食品，ビタミン，薬用スキンケア用剤，薬用スキンケア用クリーム，薬用スキ
ンケア用ローション，薬用スキンケア用ジェル，薬用スキンケア用化粧水，薬用スキンケア
用洗浄剤，薬用スキンケア用せっけん・ピーリング用剤，前記全商品の成分として販売さ
れる植物抽出物，薬剤，サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【09】めい想・自己啓発・自己改善・くつろぎ・癒やし・健康の分野における音楽及び情報を
内容とする音声・映像記録物・記録媒体，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，音声周波機械器具，映像周波機械器具，
その他の電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【14】宝飾品，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
【25】被服，ベルト，パンツ，ブラウス，ドレス，手袋，帽子，メリヤス下着，メリヤス靴下，布
及び皮革製ジャケット，ニットシャツ，部屋着，ネックウェアー，パジャマ，ズボン，スカーフ，

2012/7/18 2012-057933 コナミ株式会社

03,05,09,14,25

49

ＴＡＹ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057936

※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

マクコード リサーチ インコーポレイ
テッド

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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

03,09,14,16,18,20,2 【03】靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，マウスウォッシュ，その他の歯磨き，化
1,24,25,28,29,30,32 粧品，ローション，香料，つけづめ，つけまつ毛

50

ＭＯＮＳＴＥＲＳ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057937

ディズニー エンタープライゼズ イン
ク

03
51

リードアップすっぴん

通常

2012/7/18 2012-057947 株式会社 Ｔ＆Ｇ

35

52

￠Ｍａｍａｉｋｕｋｏ Ｅｎｆａｎｔ ｅｔ
Ｂｅｂｅ＼ｅｎｂｅ

通常

【09】装飾用磁石，プロジェクター及びその部品，カメラ，その他の写真機械器具，映画機
械器具，双眼鏡，光学機械器具，スマートフォン及び携帯電話機，スマートフォン及び携帯
電話機の部品及び附属品，スマートフォン及び携帯電話機専用のカバー・ケース・ストラッ
プ・ホルダー・アンテナボール・アダプター・充電器・ヘッドフォン，その他の電気通信機械
器具，電子応用機械器具及びその部品，コンピュータ用のリストレスト及び肘のサポート
用パッド，コンピューターゲームカートリッジ，眼鏡，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，コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンド
ヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能なゲーム
プログラム，家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトウェア，メトロノーム，電子楽器用自動
演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インターネットを利用し
て受信し、及び保存することができる音楽ファイル，コンピュータ端末・携帯電話機端末・
ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能な
音楽及び音声，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・ビデオテープ・デジタルバーサタイルディスク，録音・録画済み記
録媒体，コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末そ
の他の通信機器端末からダウンロード可能なアニメーション映画，コンピュータ端末・携帯
電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウン
ロード可能なアニメーション画像，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，コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情
報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能な文字，コンピュータ端末・携帯電話
機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード
可能な電子出版物 音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品

2012/7/18 2012-057967 株式会社システムジュウヨン

※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。

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，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，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
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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
03,09,14,18,25

53

Ｒｏｍｅｏ Ｓａｎｔａｍａｒｉａ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057969 シンウォン コーポレーション

14,18,25,35

54

§Ｌ’ｅａｕ

通常

2012/7/18 2012-058078 株式会社ベイクルーズ

55

もっちりハリ肌

通常:
標準

2012/7/18 2012-058089 株式会社桃谷順天館

03
35

56

§ＡＣＳＥ ＬＡＮＤ

通常

2012/7/19 2012-058108 株式会社ツインマーボ

※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
【03】革用クリーム，シャンプー，化粧品，入浴用化粧品，ボディーローション，スキンケア
用化粧品，リップクリーム，香水，香料
【09】オペラグラス，眼鏡，視力矯正用眼鏡，サングラス，サングラス用レンズ，眼鏡及びサ
ングラスのフレーム，鼻眼鏡用フレーム，眼鏡ケース
【14】貴金属，白金粗製品，銀粗製品，半貴石及びその模造品，宝石箱，人造宝飾品，身
飾品，貴金属製身飾品，宝石を用いてなる身飾品，貴金属製帽子飾り，貴金属製ベルト
飾り，装飾用ピン，ブレスレット，カフスボタン，貴金属製靴飾り，時計，時計鎖，時計用
バックル，置き時計，貴金属製造形品
【18】かばん類，書類入れかばん，旅行かばん，ハンドバッグ，カード入れ，皮革製キー
ケース，財布，名刺入れ，傘，日傘
【25】毛皮製被服，ブレザー，スカート，ズボン，ジーンズ製のズボン，スーツ，オーバー
コート，ワイシャツ類及びシャツ，ニット製被服，毛皮製ストール，手袋，ベルト，履物，革靴
【14】キーホルダー，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計
【18】かばん類，袋物，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，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
【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】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，電球類及び照明用器具・携帯電話機用部品及び附
属品・その他の電気機械器具類（「家庭用食器洗浄機・家庭用電気式ワックス磨き機・家
庭用電気洗濯機・家庭用電気掃除機・電気ミキサー・電気アイロン・家庭用電熱用品類
（美容用又は衛生用のものを除く。）」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，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（「エッグススライサー（電気式の
ものを除く。）・かつお節削り器・角砂糖挟み・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・家庭用食品包
装フイルム・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・織物製テーブルナプ
キン・紙製ごみ収集用袋・プラスチック製ごみ収集用袋・清掃用具及び洗濯用具・ふきん」
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，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
【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
【35】織物及び寝具類の小売または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，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，履物の飲食料品
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，かばん類及び袋物
の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，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，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，医療用
機械器具（「歩行補助器・松葉づえ」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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

03,05,06,08,10,18,2
0,21,28,31,35,36,39,
41,43,44,45

【35】商品の販売促進のためのポイントカードの発行及び管理，トレーディングスタンプの
発行，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，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
【03】愛玩動物用被服類用洗濯用柔軟剤，愛玩動物用被服類用洗濯用漂白剤，愛玩動物
用防臭剤，愛玩動物用せっけん類，愛玩動物用シャンプー，愛玩動物用の歯磨き，化粧
品，愛玩動物用香料，愛玩動物用の洗浄効果を有するコンディショナー，愛玩動物用ブ
ラッシング剤
【05】愛玩動物用の殺虫効果を有する洗浄剤，愛玩動物用紙製おしめ，愛玩度物用歯科
材料，愛玩動物用人工授精用精液，愛玩動物用包帯，愛玩動物用薬剤，愛玩動物用眼
帯，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。）
【06】愛玩動物用金属製ネームプレート及び標札
【08】愛玩動物用つめ切り，愛玩動物用電気バリカン，愛玩動物用手動バリカン，愛玩動
物用つめ磨き
【10】愛玩動物用綿棒
【18】愛玩動物用体拭き用タオル，愛玩動物用リード紐，愛玩動物用首輪，愛玩動物用
ハーネス，愛玩動物用被服類
【20】愛玩動物運搬用ケース，愛玩動物用の係留具，愛玩動物用まくら，愛玩動物用ベッ
ド，犬小屋，愛玩動物用記念碑，愛玩動物用仏壇，愛玩動物用葬祭用具
【21】愛玩動物の小便用清掃用具，愛玩動物の給餌用マット，愛玩動物の調教用具，愛玩
動物の排泄物処理用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり
【28】愛玩動物用おもちゃ，愛玩動物用ぬいぐるみ，愛玩動物用運動用具
【31】飼料用たんぱく，飼料，愛玩動物用飲料，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び
昆虫類
【35】広告業，ポイントカードの発行・清算及び管理，フランチャイズ事業の運営及び管理，
市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，職業のあっせん，輸出入に関する
事務の代理又は代行，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，愛玩動物の小売又
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，愛玩動物の飼料の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物の調教用具の小売又
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 愛玩動物のシャンプーの小

35

57

58

§ぶんぐのまち

イオン動物病院

通常

通常:
標準

2012/7/19 2012-058120 イオン株式会社

2012/7/19 2012-058123 イオン株式会社

※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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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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

03,05,06,08,10,18,2 【03】愛玩動物用被服類用洗濯用柔軟剤，愛玩動物用被服類用洗濯用漂白剤，愛玩動物
0,21,28,31,35,36,39, 用防臭剤，愛玩動物用せっけん類，愛玩動物用シャンプー，愛玩動物用の歯磨き，化粧
品，愛玩動物用香料，愛玩動物用の洗浄効果を有するコンディショナー，愛玩動物用ブ
41,43,44,45
ラッシング剤

59

ＡＥＯＮ Ａｎｉｍａｌ Ｈｏｓｐｉｔａｌ

通常:
標準

2012/7/19 2012-058125 イオン株式会社

03
60

§Ｌ∞Ｔｏｋｙｏ Ｌｏｖｅ

通常

2012/7/19 2012-058164 有限会社ハッピープライス

03,41
61

ラメラ美容法

通常:
標準

2012/7/19 2012-058165 株式会社フェース

03
62

ＨＹＰＮＯＳＥ ＳＴＡＲ ＥＹＥＳ＼
通常
イプノ スターアイ

2012/7/19 2012-058178

秋のフラワーセレクト

通常:
標準

2012/7/19 2012-058188 小林製薬株式会社

※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。

【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，かつら装着用接
着剤，つけまつ毛用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，身体用防臭剤
【41】美容に関する知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企
画・運営又は開催，商品の販売に関するイベントの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ
オの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），娯楽施設の提供，映画・園芸・演劇・
音楽又は教育研修のための施設の提供
【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，精油からな
る食品香料，薫料，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，歯磨き

ランコーム パルファン エ ボーテ
エ コンパニイ

03,05

63

【05】愛玩動物用の殺虫効果を有する洗浄剤，愛玩動物用紙製おしめ，愛玩度物用歯科
材料，愛玩動物用人工授精用精液，愛玩動物用包帯，愛玩動物用薬剤，愛玩動物用眼
帯，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。）
【06】愛玩動物用金属製ネームプレート及び標札
【08】愛玩動物用つめ切り，愛玩動物用電気バリカン，愛玩動物用手動バリカン，愛玩動
物用つめ磨き
【10】愛玩動物用綿棒
【18】愛玩動物用体拭き用タオル，愛玩動物用リード紐，愛玩動物用首輪，愛玩動物用
ハーネス，愛玩動物用被服類
【20】愛玩動物運搬用ケース，愛玩動物用の係留具，愛玩動物用まくら，愛玩動物用ベッ
ド，犬小屋，愛玩動物用記念碑，愛玩動物用仏壇，愛玩動物用葬祭用具
【21】愛玩動物の小便用清掃用具，愛玩動物の給餌用マット，愛玩動物の調教用具，愛玩
動物の排泄物処理用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり
【28】愛玩動物用おもちゃ，愛玩動物用ぬいぐるみ，愛玩動物用運動用具
【31】飼料用たんぱく，飼料，愛玩動物用飲料，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び
昆虫類
【35】広告業，ポイントカードの発行・清算及び管理，フランチャイズ事業の運営及び管理，
市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，職業のあっせん，輸出入に関する
事務の代理又は代行，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，愛玩動物の小売又
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，愛玩動物の飼料の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物の調教用具の小売又
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 愛玩動物のシャンプーの小
【03】化粧品，せっけん類，香料，歯磨き

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

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，つや出し剤，せっけん類，身体用消
臭剤，身体用防臭剤，その他の化粧品，香料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香
剤（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】芳香消臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），その他の消臭剤（身体用・
動物用及び工業用のものを除く。），防臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），
脱臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マ
スク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，おりものシート，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，
歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，サプリメント
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

64

65

66

67

商標（見本）

商標

§ＢＤ

§Ｂ

§Ｂｄｅｓｉｇｎ

Ｄｒｅａｍｉａ

種別

通常

通常

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
【03】せっけん類，化粧品，香料

03

【03】せっけん類，化粧品，香料

03

【03】せっけん類，化粧品，香料

03,35

【03】肌の保湿用のジェル，ハンドクリーム，その他の化粧品，歯磨き，アロマオイル，その
他の香料，薫料，せっけん類
【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，アロマオイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，アロマテラピー用ポッ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，ろうそく及びろうそく立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，ろう及びパラフィンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

2012/7/19 2012-058211 藤井 尊

2012/7/19 2012-058218 藤井 尊

2012/7/19 2012-058221 藤井 尊

2012/7/19 2012-058233 クリナップ株式会社

03
68

69

70

ＢＥＪＯＫＥＲ＼ビジョーカー

図形商標

図形商標

通常

通常

通常

指定商品・役務

03

2012/7/19 2012-058258 株式会社エクスパンド

03,05

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，つけづめ，つけ
まつ毛，化粧用コットン，化粧用綿棒
【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。）

03,05

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，つけづめ，つけ
まつ毛，化粧用コットン，化粧用綿棒
【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。）

2012/7/19 2012-058261 ロート製薬株式会社

2012/7/19 2012-058262 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）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

71

72

73

商標（見本）

商標

図形商標

図形商標

種別

通常

通常

ＳＴＹＬＥ ＬＯＯＫ＼スタイルルッ
通常
ク

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
【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。）

03,05

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，つけづめ，つけ
まつ毛，化粧用コットン，化粧用綿棒
【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。）

35

【35】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・紙製幼児用おしめ及び家事用手袋
の小売又は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・靴ブラシ・靴
べら・靴磨き布・軽便靴クリーナー及びシューツリ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，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・金庫及
び宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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・香炉・造花の
花輪及び生花の花輪の小売又は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・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，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，印刷物及び電子出版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・文房具類・壁紙及び絵の具の小売又
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，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
【03】香水類，コロン，オードトワレ，せっけん類，シャワー用のジェル状化粧品，浴用の発
泡性ジェル状化粧品，バスソルト，乳液，浴用化粧品（医療用のものを除く。），精油，ボ
ディーケア用の香料入りモイスチャークリーム及びローション，スキンケア用化粧品，日焼
け用化粧品，身体防臭用化粧品，制汗用化粧品，プレシェービング用及びアフターシェー
ビング用ローション（医療用のものを除く。），プレシェービング用及びアフターシェービング
用クリーム（医療用のものを除く。），シャンプー，化粧用ペンシル，アイライナー，口紅，
リップグロス，マスカラ，ファンデーション，アイシャドウ，ほお紅，固形おしろい，コンシー
ラー，化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食
品香料 薫料
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き

2012/7/19 2012-058263 ロート製薬株式会社

2012/7/19 2012-058264 ロート製薬株式会社

2012/7/19 2012-058267 株式会社千趣会

03
74

ＭＥ ＬＡＮＶＩＮ

通常

2012/7/19 2012-058327

アンテル パルファン （スイス） エ
ス アー エール エル

03
75

板紅 春がさね

通常

2012/7/19 2012-058352 株式会社 資生堂

※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

03,05

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）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

76

77

商標（見本）

商標

レメディーナ＼Ｒｅｍｅｄｙｎａ

ＬＥＡＤＬＩＦＥ＼リードライフ

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き
【05】薬剤，生理用ナプキン，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品

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，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，ウェットティッシュタイプ
の化粧ブラシ用洗浄剤，歯磨き，化粧品，ティッシュに浸み込ませた化粧水，綿棒に浸み
込ませた化粧水，香料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布
【05】薬剤，ティッシュに浸み込ませた殺菌剤及び消毒剤，ティッシュに浸み込ませた医療
用ローション剤，ウェットティッシュタイプの皮膚の角質軟化剤，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，乳幼児
用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【01】工業用抗菌剤，工業用無機系抗菌剤，製造工程用抗菌剤，植物活性剤，海藻エキ
スを主成分とする植物育成剤
【03】せっけん類，化粧品，香料
【05】抗菌剤（工業用及び洗濯用を除く），住居用抗菌剤
【40】受託による食品の検査，受託による化粧品の検査，受託による食品の製造，受託に
よる化粧品の製造

2012/7/19 2012-058353 株式会社 資生堂

2012/7/19 2012-058364 関西酵素株式会社

01,03,05,40
78

79

80

81

82

Ｍ Ｌａｂｓ

デイキープ＼ＤＡＹＫＥＥＰ

図形商標

通常

通常

通常

ＣＯＯＬ ＭＥＮ＼Ｄｒ．Ｃｉ：Ｌａｂｏ 通常

ＰｒｏｇｅｍａＸ

通常

指定商品・役務

03,05

2012/7/20 2012-058511 株式会社 Ｍ Ｌａｂｓ

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，つけづめ，つけまつ毛，化粧用コットン

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，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，せっけん類，香料，薫料

2012/7/20 2012-058515 株式会社ナリス化粧品

2012/7/20 2012-058516 株式会社ナリス化粧品

2012/7/20 2012-058549 株式会社ドクターシーラボ

2012/7/20 2012-058552 株式会社シーボディ

※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：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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

83

アトピラボ

通常:
標準

2012/7/20 2012-058571 株式会社東洋新薬

03,05

84

フリーエイド

通常:
標準

2012/7/20 2012-058572 株式会社東洋新薬

※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】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，ヘアー
トリートメント剤，シャンプー，コンディショナーシャンプー，リンス，コンディショナーリンス，
コンディショナー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬用歯磨き，口内洗浄剤，義
歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容液，ファンデーション，クレンジ
ングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，体臭消臭剤，体用防臭剤，養毛
料，育毛料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキン
ケアを一つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育
毛料，染毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア
用化粧品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用
剤，むだ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色
剤（化粧用のもの），体毛用脱色剤，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用
化粧品，つめ手入れ用化粧品，浴用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用
乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭髪用乳液，ボディ用乳液，保湿用乳液，クレンジング乳
液，エッセンシャルオイル，精油，芳香油，口臭消臭剤
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医薬用化学剤，化学的製剤，動物用薬剤，外皮用
薬剤，化のう性疾患用剤，寄生性皮膚疾患用剤，殺菌消毒剤，収れん剤，消炎剤，鎮痛
剤，鎮痒剤，てんか粉，皮膚軟化剤，日本薬局方の薬用せっけん，日本薬局方の抗菌石
鹸，毛髪用剤，薬用毛髪用剤，育毛剤，薬用育毛剤，養毛剤，薬用養毛剤，発毛剤，薬用
発毛剤，発毛促進剤，薬用ベビーオイル，薬用ベビーパウダー，浴剤，虫歯予防剤，ビタミ
ン剤 アミノ酸剤 滋養強壮変質剤 カルシウム剤 生薬 食品強化剤 医療用食品添加
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，ヘアー
トリートメント剤，シャンプー，コンディショナーシャンプー，リンス，コンディショナーリンス，
コンディショナー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬用歯磨き，口内洗浄剤，義
歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容液，ファンデーション，クレンジ
ングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，体臭消臭剤，体用防臭剤，養毛
料，育毛料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキン
ケアを一つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育
毛料，染毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア
用化粧品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用
剤，むだ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色
剤（化粧用のもの），体毛用脱色剤，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用
化粧品，つめ手入れ用化粧品，浴用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用
乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭髪用乳液，ボディ用乳液，保湿用乳液，クレンジング乳
液，エッセンシャルオイル，精油，芳香油，口臭消臭剤
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医薬用化学剤，化学的製剤，動物用薬剤，外皮用
薬剤，化のう性疾患用剤，寄生性皮膚疾患用剤，殺菌消毒剤，収れん剤，消炎剤，鎮痛
剤，鎮痒剤，てんか粉，皮膚軟化剤，日本薬局方の薬用せっけん，日本薬局方の抗菌石
鹸，毛髪用剤，薬用毛髪用剤，育毛剤，薬用育毛剤，養毛剤，薬用養毛剤，発毛剤，薬用
発毛剤，発毛促進剤，薬用ベビーオイル，薬用ベビーパウダー，浴剤，虫歯予防剤，ビタミ
ン剤 アミノ酸剤 滋養強壮変質剤 カルシウム剤 生薬 食品強化剤 医療用食品添加
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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

85

86

87

88

89

フリーラボ

通常:
標準

アクネプロテクト＼ＡＣＮＥＰＲＯ
通常
ＴＥＣＴ

ミルキーチャーム＼ＭＩＬＫＹ Ｃ
通常
ＨＡＲＭ

ＦＵＮＮＹ＼ファニー

通常

ＣＵＴＩＥ ＧＥＮＥ＼キューティー
通常
ジーン

指定商品・役務

03

【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，ヘアー
トリートメント剤，シャンプー，コンディショナーシャンプー，リンス，コンディショナーリンス，
コンディショナー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬用歯磨き，口内洗浄剤，義
歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容液，ファンデーション，クレンジ
ングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，体臭消臭剤，体用防臭剤，養毛
料，育毛料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキン
ケアを一つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育
毛料，染毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア
用化粧品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用
剤，むだ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色
剤（化粧用のもの），体毛用脱色剤，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用
化粧品，つめ手入れ用化粧品，浴用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用
乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭髪用乳液，ボディ用乳液，保湿用乳液，クレンジング乳
液，エッセンシャルオイル，精油，芳香油，口臭消臭剤
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医薬用化学剤，化学的製剤，動物用薬剤，外皮用
薬剤，化のう性疾患用剤，寄生性皮膚疾患用剤，殺菌消毒剤，収れん剤，消炎剤，鎮痛
剤，鎮痒剤，てんか粉，皮膚軟化剤，日本薬局方の薬用せっけん，日本薬局方の抗菌石
鹸，毛髪用剤，薬用毛髪用剤，育毛剤，薬用育毛剤，養毛剤，薬用養毛剤，発毛剤，薬用
発毛剤，発毛促進剤，薬用ベビーオイル，薬用ベビーパウダー，浴剤，虫歯予防剤，ビタミ
ン剤 アミノ酸剤 滋養強壮変質剤 カルシウム剤 生薬 食品強化剤 医療用食品添加
【03】にきび用せっけん，にきび用化粧品

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，歯磨き，化粧品，香料，薫料，塗料用剥離剤，つや出し剤

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

2012/7/20 2012-058573 株式会社東洋新薬

2012/7/20 2012-058584 株式会社ハーバー研究所

2012/7/20 2012-058585 株式会社ハーバー研究所

2012/7/20 2012-058586 株式会社ハーバー研究所

2012/7/20 2012-058587 株式会社ハーバー研究所

※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。

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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24／38

今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

90

91

92

93
94
95
96

97

商標（見本）

商標

種別

ＬＩＴＴＬＥ ＧＥＮＥ＼リトルジーン 通常

紅参豊潤

ＫＯＵ＼ＳＴＥＦＡＮＹ 酵

通常

通常

通常:
標準
通常:
Ｐ＆ＰＦ
標準
通常:
ＡｎｇｅｌＦｏｒｍｕｌａ
標準
ＲＥＶＬＯＮ ＡＢＳＯＬＵＴＥ ＲＡ 通常:
ＤＩＡＮＣＥ＋
標準
ホワイトミューズ

ＲＵＢＹ＼ＭＡＧＩＣ

通常

98

ＯＣＵＬＵＳ＼ＴＨＥ ＣＯＳＭＥＴＩ
通常
ＣＳ

99

ｅｌｃｌａｓｉｃｏ

100

ビューティフラワーズ

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，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛

03

【03】紅参を含有してなるせっけん類，紅参を含有してなる歯磨き，紅参を含有してなる化
粧品，紅参を含有してなる香料，紅参を含有してなる薫料，つけづめ，つけまつ毛

03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，家庭用洗剤

03,05

【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】サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮
変質剤
【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

2012/7/20 2012-058588 株式会社ハーバー研究所

2012/7/20 2012-058589 株式会社ハーバー研究所

2012/7/20 2012-058601 株式会社 エルジ生活健康

2012/7/20 2012-058622 株式会社ハーバー研究所
2012/7/20 2012-058626 株式会社ピーアンドピーエフ
2012/7/20 2012-058634 ラ ピレス，インク．
2012/7/20 2012-058670

レブロン コンスーマー プロダクツ
コーポレイション

03,35
03,44

【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
【03】皮膚の手入れ用クリーム及び化粧水，皮膚の手入れ用化粧品
【44】肌の手入れに関する指導及び助言，肌の手入れに関する美容

03

【03】化粧品及びスキンケアー化粧品

03

【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，せっ
けん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛

03,05

【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，せっ
けん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，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】化粧品，アロマオイル，香料，せっけん類

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

2012/7/20 2012-058688 株式会社オクルス

2012/7/20 2012-058689 株式会社オクルス

2012/7/20 2012-058690 株式会社プランニングラボ

2012/7/20 2012-058695 クラシエホームプロダクツ株式会社

※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）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

101

102

103

104

105

106

107

商標（見本）

商標

ＴＳＵＹＵ

ＨＩＴＯＴＳＵＹＵ

ＴＳＵＹＵＨＡＮＡ

ＳＡＶＯＮＥ＼サボーネ

ＭＩＴＳＵ

密

ＴＲＵＥ ＯＮＥ

種別

通常

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】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】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】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】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

2012/7/20 2012-058696 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/7/20 2012-058697 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/7/20 2012-058698 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/7/20 2012-058699 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/7/20 2012-058700 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/7/20 2012-058701 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/7/20 2012-058702 クラシエホームプロダクツ株式会社

※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）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

108

109

110

111

112

113

商標（見本）

商標

ＲＩＣＨ ＯＮＥ

いちのしずく

いちのめぐみ

パーフェクトケア

パーフェクト美髪ケア

おくりびと

種別

通常

通常

通常

通常

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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】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】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03,36,39,45

【03】つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，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
【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，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，
有価証券等清算取次ぎ
【39】車両による輸送，車両による輸送に関する情報の提供，貨物の輸送の媒介，貨物の
輸送に関する情報の提供，貨物の輸送の媒介・取次ぎに関する情報の提供
【45】墓地又は納骨堂の提供，墓地又は納骨堂に関する相談，納骨堂の管理，遺体への
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，つけづめ，つけまつ毛

2012/7/20 2012-058703 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/7/20 2012-058704 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/7/20 2012-058705 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/7/20 2012-058706 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/7/20 2012-058707 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/7/20 2012-058711 日本みらい創生ラボ株式会社

03
114

炭酸シルク＼Ｃａｒｂｏｎｉｃ ａｃｉｄ
通常
Ｓｉｌｋ

指定商品・役務

03

2012/7/20 2012-058719

※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。

株式会社ワークステーション
木村 二郎
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

115

商標（見本）

商標

§ＡＲ＼ＴＵ＼ＭＩ∞ＡＲＩＴＡＵＭ 通常

116

図形商標

117

ＩＮＦＩＤＥＬＥ

118

ＭＯＵＣＨＥ ＤＥ ＢＥＡＵＴＥ

119

種別

図形商標

通常

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

【35】オンラインによる化粧品・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，コンピュータによるオンラインでの化粧品の受注発注事
務の代行，化粧品の販売に関する指導及び助言，化粧品の販売に関する事務の代理又
は代行，化粧品の販売の取次又は仲介，化粧品の輸出入の事務の代理又は代行に関す
る情報の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の販売に関する情報の提供，化粧品の販
売促進のための展示会の企画・運営又は開催，化粧品・化粧用品及び美容に関する広
告，化粧品の販売促進のための企画及び実行の代理

09,35,36,41

03

【09】磁気カード，ＩＣ埋め込みカード，電子出版物
【35】商品の販売促進のためのポイントカードの発行及び管理，広告，セールスプロモー
ション広告の企画及び代理，トレーディングスタンプの発行，商品の販売に関する情報の
提供，通信販売事務の代行，各種商品の販売契約の媒介，他人の事業のために行う物
品の調達及びサービスの手配，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，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
【03】せっけん類，香料，薫料，エッセンシャルオイル，メイクアップ用化粧品，化粧品

03

【03】せっけん類，香料，薫料，エッセンシャルオイル，メイクアップ用化粧品，化粧品

09,35,36,41

【09】磁気カード，ＩＣ埋め込みカード，電子出版物
【35】商品の販売促進のためのポイントカードの発行及び管理，広告，セールスプロモー
ション広告の企画及び代理，トレーディングスタンプの発行，商品の販売に関する情報の
提供，通信販売事務の代行，各種商品の販売契約の媒介，他人の事業のために行う物
品の調達及びサービスの手配，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，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

2012/7/20 2012-058765 株式会社アモーレパシフィック

2012/7/20 2012-058768 イオン株式会社

2012/7/20 2012-058779 シャネル エス アー エール エル
2012/7/20 2012-058780 シャネル エス アー エール エル

2012/7/20 2012-058781 イオン株式会社

※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

35
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.
120

121

122

123

124

商標（見本）

商標

種別

ＭＡＹＢＥＬＬＩＮＥ ＰＯＷＥＲ Ｇ 通常:
ＬＵＥ
標準

デザート ドロップ リップ＼Ｄｅｓ
通常
ｓｅｒｔ Ｄｒｏｐ Ｌｉｐ

ドルチェ ドロップ リップ＼Ｄｏｌ
通常
ｃｈｅ Ｄｒｏｐ Ｌｉｐ

デリシャス ドロップ リップ＼Ｄ
通常
ｅｌｉｃｉｏｕｓ Ｄｒｏｐ Ｌｉｐ

アカハチ

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/7/20 2012-058784 ロレアル

2012/7/20 2012-058797

2012/7/20 2012-058798

2012/7/20 2012-058799

区分

【03】つけまつ毛用接着剤，まつ毛用化粧品

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品

35

【35】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，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，携帯電話機用ス
トラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，フィギュアおも
ちゃ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，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，布製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，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，クッショ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，ブラン
ケッ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，バスマットの
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，食器類の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，お弁当箱の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，敷物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，お守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，眼鏡
ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製コース
ターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，リップスティック
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ペットボトル用の
キャップ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，缶
バッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，トランプの小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，スタンプおもちゃの小売
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，愛玩動物用首輪の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，マウスパッドの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供 コンパクトディスクケースの小売又は
【35】広告業，職業のあっせん，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，飲食料品
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助
品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及
びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，求人
情報の提供，一般事務及び経理事務の代理又は代行（人材派遣によるものを含む。）
【44】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，医療
用機械器具の貸与

バイエルスドルフ・アクチエンゲゼル
シヤフト

バイエルスドルフ・アクチエンゲゼル
シヤフト

バイエルスドルフ・アクチエンゲゼル
シヤフト

2012/7/20 2012-058800 株式会社サウスプロダクト

35,44

125

サンリバティ

通常:
標準

2012/7/20 2012-058804 エバラ食品工業株式会社

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

指定商品・役務

03

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.
126

商標（見本）

商標

種別

ＳＡＶＯＮＮＥＲＩＥＳ ＢＲＵＸＥＬＬ 通常:
ＯＩＳＥＳ
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/7/20 2012-058927 佐藤 久子

127

§ＵＰ＼Ｓｋｉｎ

通常

2012/7/20 2012-058953 株式会社桃谷順天館

128

トリートメント泡

通常:
標準

2012/7/21 2012-058963 日本メナード化粧品株式会社

春、心はずむハッピーフェイス

通常:
標準

129

130

131

132

133

134

§ＲＥＮＡＴＵＳ

Ｒｏｓｅｌ＼ロゼル

Ｏｄｅｔｔ＼オデット

ｂｉｃｏ＼ビコ

Ｔｏｒｒ＼トール

通常

通常

通常

通常

通常

区分

指定商品・役務

03

【03】せっけん類，化粧品，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

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】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

03,44

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，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，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
【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけまつ毛

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけまつ毛

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけまつ毛

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけまつ毛

2012/7/21 2012-058969 日本メナード化粧品株式会社

2012/7/17 2012-061126 クレシオ株式会社

2012/7/17 2012-061137 株式会社マリックス

2012/7/17 2012-061138 株式会社マリックス

2012/7/17 2012-061139 株式会社マリックス

2012/7/17 2012-061140 株式会社マリックス

※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。
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

135

商標（見本）

商標

Ｒｕｌｅｓ＼ルールズ

136

Ｍａｓｉｉ＼マシー

137

Ｋｕピュア

138

Ｋｕシェア

139

140

141

142

レナトス

笹トニック

§ＰＣ＼Ｐｕｒｅ Ｃｒｙｓｔａｌ

種別

通常

通常

通常:
標準
通常:
標準

通常

通常

通常

§ＰＣ＼Ｐｕｒｅ Ｃｒｙｓｔａｌ∞ＥＭＢ
通常
ＬＡＮ ＥＳＳＥＮＣＥ

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，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけまつ毛

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけまつ毛

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】化粧品

03,35

【03】化粧品
【35】経営に関する助言

03,44

【03】化粧品
【44】美容

2012/7/17 2012-061141 株式会社マリックス

2012/7/17 2012-061142 株式会社マリックス

2012/7/17 2012-061143 植村 清喜
2012/7/17 2012-061144 植村 清喜

2012/7/17 2012-061151 クレシオ株式会社

2012/7/17 2012-061598 工藤 健治

スカイネット・インターナショナル株式
2012/7/19 2012-061950 会社
ピュア・クリスタル株式会社

スカイネット・インターナショナル株式
2012/7/19 2012-061951 会社
ピュア・クリスタル株式会社

※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）2012.07.15～2012.07.21.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

143

グリーンロード

通常

2012/7/19 2012-061955 株式会社グリーンロード

35

144

ｇｒｅｅｎｒｏａｄ

通常

2012/7/19 2012-061956 株式会社グリーンロード

03,44
145

エムブランエッセンス＼ＥＭＢＬ
通常
ＡＮ ＥＳＳＥＮＣＥ

スカイネット・インターナショナル株式
2012/7/19 2012-061957 会社
ピュア・クリスタル株式会社

※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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指定商品・役務
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査
若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新
聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，
電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物に
おける来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロ
セッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与，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（「日本酒・ビー
ル・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒」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，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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査
若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新
聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，
電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物に
おける来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロ
セッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与，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（「日本酒・ビー
ル・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒」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，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
【03】化粧品
【44】美容
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

146

147

商標（見本）

商標

図形商標

ソネット＼Ｓｏｎｎｅｔ

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

通常

2012/7/18 2012-062001 株式会社パルファンサトリ

149

ジアンカー

通常:
標準

2012/7/17 2012-062006 有限会社オレンジコスメ

151

マルチカプセルゲルアイ

通常

通常

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品

2012/7/18 2012-062000 株式会社パルファンサトリ

ワサンボン＼ｗａｓａｎｂｏｎ

ｃｌｏｃｈｅ

指定商品・役務
【03】化粧品，せっけん類，つけづめつけまつ毛，つけまつ毛用接着剤
【25】被服，ベルト，バンド
【29】オリーブ油，その他の食用油脂
【30】調味料，香辛料，菓子，パスタソース

2012/7/19 2012-061978 田中 初実

148

150

区分
03,25,29,30

2012/7/18 2012-062050 株式会社ミノルトレイド

2012/7/18 2012-062055 株式会社日本高速物流

03,14,16,18,20,24,2 【03】石鹸類，歯磨き，化粧品
【14】キーホルダー，身飾品，カフスボタン，時計
5,28,30,32

152

アマールカ

通常

2012/7/20 2012-062402 株式会社アットアームズ

※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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【16】文房具類，印刷物，写真，写真立て
【18】皮革製包装用容器，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，マットレス，木製の包装用容器，竹製包装用容器，プラス
チック包装用容器，コルク製・プラスチック製及び木製のふた，うちわ，扇子
【24】織物（「畳べり地」を除く），布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，毛布
【25】洋服，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，キャミソール，
ティーシャツ，和服，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，ス
カーフ，足袋，足袋カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，
マフラー，耳覆い，ナイトキャップ，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベル
ト，靴類，靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，仮装
用衣類
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ用具，花
札，マージャン用具，マスク
【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

33／38

今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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

03,14,16,18,20,24,2 【03】石鹸類，歯磨き，化粧品
【14】キーホルダー，身飾品，カフスボタン，時計
5,28,30,32

153

Ａｍａｌｋａ

通常

2012/7/20 2012-062403 株式会社アットアームズ

03,44
154

§ｐｃ∞半顔デモ

通常

スカイネット・インターナショナル株式
2012/7/20 2012-062440 会社
ピュア・クリスタル株式会社

155

Ｒｅｈａｉｒ

通常

2012/7/19 2012-062453 ゲルハルト シュラメック

156

イナース

通常:
標準

2012/7/19 2012-062474 株式会社シー・ビー・エス

157

158

ＭＡＲＵＬＡ＼マルーラ

コモピローサ

通常

通常:
標準

03

【03】シャンプー，リンス，愛玩動物用シャンプー，愛玩動物用リンス，髪洗い粉，頭髪用化
粧品，香料，せっけん類，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】化粧品

03,05,29,30,32

【03】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，せっ
けん類，歯磨き，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛
【05】植物を主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又は
ゼリー状の加工食品
【29】加工野菜及び加工果実
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，穀物の加工品
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【03】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，せっ
けん類，歯磨き，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛
【05】植物を主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又は
ゼリー状の加工食品
【29】加工野菜及び加工果実
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，穀物の加工品
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

2012/7/19 2012-062476 ナジャペレーネ株式会社

2012/7/20 2012-062812 株式会社コーモト化粧品研究所

03,05,29,30,32
159

コモビデン

通常:
標準

【16】文房具類，印刷物，写真，写真立て
【18】皮革製包装用容器，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，マットレス，木製の包装用容器，竹製包装用容器，プラス
チック包装用容器，コルク製・プラスチック製及び木製のふた，うちわ，扇子
【24】織物（「畳べり地」を除く），布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，毛布
【25】洋服，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，キャミソール，
ティーシャツ，和服，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，ス
カーフ，足袋，足袋カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，
マフラー，耳覆い，ナイトキャップ，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベル
ト，靴類，靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，仮装
用衣類
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ用具，花
札，マージャン用具，マスク
【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
【03】化粧品
【44】化粧品を使用したエステティック美容，美顔・全身トリートメントを主とするエステティッ
ク美容，痩身美容，痩身美容に関するコンサルティング（相談），痩身美容に関する指導及
び助言，痩身美容に関する情報の提供

2012/7/20 2012-062813 株式会社コーモト化粧品研究所

※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。
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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
03,35

160

161

162

163

古町糀製造所

ＢＯＫＡＳＨＩ＼ボカシ

フォルテ＼ＦＯＲＴＥ

ＯＰＴＩ．ＥＦＦＥＣＴＳ

通常:
標準

通常

通常

マド
プロ:
通常

03

03

【03】化粧品

03

【03】Cosmetics for hair care, namely shampoos, gels, mousses, balms, creams, powders,
waxes, serums, lotions, masks, aerosol products for hair care and styling, hair spray, hair
dyes and bleaching products, products for protecting dyed hair, hair waving and setting
products; essential oils.
【03】頭髪用化粧品、すなわちシャンプー，化粧用ジェル，ムース，バルサム，クリーム，パ
ウダー，ろう又はワックス，美容液，化粧用ローション，マスク，ヘアケア用及び整髪用の
エアゾール製品，ヘアスプレー，染毛剤及び頭髪脱色剤，染めた髪の保護用製品，毛髪
のウェーブ用及び整髪用の製品，精油
【01】Chemical additives for making pharmaceuticals; active chemical ingredients used in
the manufacture of anti-cancer drugs; preservatives for pharmaceutical preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; chemical additives for use in the
manufacture of food; chemical additives for use in the manufacture of cosmetics;
industrial chemicals; Chemicals for use in industry and science; reagents for chemical
analyses; reagents for research purposes; acid proof chemical compositions; alcohol;
bases (chemicals); chemical preparations for scientific purposes other than for medical or
veterinary use; chemical preparations for analyses in laboratories other than for medical
or veterinary purposes; chemical reagents other than for medical or veterinary purposes;
biological preparations other than for medical or veterinary purposes; bleaching
preparations (decolorants) for industrial purposes; tanning substances; organic-bleaching
chemicals.
【03】Make-up preparations.
【03】メイクアップ用化粧品

2012/7/20 2012-062822 株式会社和僑商店

2012/7/20 2012-062825 オーシャンパートナーズ株式会社

2012/7/20 2012-062835 株式会社セブン化学

2012/7/18 2012-357231 Ｌ’ＯＲＥＡＬ

01,03,05

164

ＤＥＲＭＯＳＴＡＮＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/16 2012-357232 ＥＴＨＮＯＤＹＮＥ

03
165

ＤＩＯＲＳＨＯＷ ＡＲＴ ＰＥＮ

マド
プロ:
通常

指定商品・役務
【03】化粧品，せっけん類，香料類，シャンプー，保湿効果を有するせっけん類，スキンケア
用のせっけん類，一般化粧水，乳液，粘液性化粧水，ハンドクリーム，パック用化粧料，美
容成分を配合してなる美顔パック用化粧料，身体用の保湿効果を有する化粧水，肌の保
湿化粧水，肌の保湿用化粧品，保湿クリーム，スキンケア用の化粧品
【35】化粧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，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，香料類の小売
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，肌の保湿用化粧品の小売
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，スキンケア用の化粧品の
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，保湿効果を有する
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，スキン
ケア用の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，化粧品の販売に関する情報の提供，せっけん類の販売に関する情報の提供，香料類
の販売に関する情報の提供，肌の保湿用化粧品の販売に関する情報の提供，スキンケ
ア用の化粧品の販売に関する情報の提供，保湿効果を有するせっけん類の販売に関す
【03】せっけん，香料類，化粧品，歯磨き

2012/7/16 2012-357318 ＰＡＲＦＵＭＳ ＣＨＲＩＳＴＩＡＮ ＤＩＯＲ

※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：04C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

166

167

168

169

商標（見本）

商標

ＢＩＯＬＯＧＩＣＡＬ ＳＥＡＭＳ

ＥｌａＳｔｅｍ

Ｂｉ‐Ｓｋｉｎ Ｓｔｒｅｔｃｈ

ＰＡＩＮ ＱＵＯＴＩＤＩＥＮ

種別
マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【01】Chemical substances and ingredients as part of the composition of cosmetic
products.
【03】Cosmetic products for face and body care.
【01】化粧品の成分の一部としての化学物質及び化学成分
【03】顔及び身体の手入れ用の化粧品

01,03

【01】Chemical substances and ingredients as part of the composition of cosmetic
products.
【03】Cosmetic products for face and body care.
【01】化粧品の成分の一部としての化学物質及び化学成分
【03】顔及び身体の手入れ用の化粧品

01,03

【01】Chemical substances and ingredients as part of the composition of cosmetic
products.
【03】Cosmetic products for face and body care.
【01】化粧品の成分の一部としての化学物質及び化学成分
【03】顔及び身体の手入れ用の化粧品

03

【03】Soap, cakes of toilet soap, toilet soap; perfumery; perfumes; toilet water; scented
water; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; oils for toilet purposes; oils for
cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; almond oils for cosmetic purposes;
shampoos, shower gels, bath foams; lotions for cosmetic purposes; beauty masks;
cosmetic preparations for baths; cosmetics for skin care; cosmetic creams; make-up and
make-up removing preparations; skin cleansing scrub; cosmetic pencils; eyelash and
eyebrow cosmetics; talcum powder, for toilet use; shaving preparations; after-shave
lotions; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic kits; make-up; mascara; make-up
powder; foundation; nail varnish; nail care preparations; non-medicinal lip balm and
lipstick; deodorant for personal use; hair removal products; cosmetic preparations for
slimming purposes; sun-tanning preparations [cosmetics]; sun-screen cosmetics; tissues
【03】Perfumery, soap, essential oils, cosmetics, hair lotion, dentifrice.
【03】香料、薫料及び香水類，せっけん，精油，化粧品，ヘアローション，歯磨き

2012/7/16 2012-357344 ＰＡＲＦＵＭＳ ＣＨＲＩＳＴＩＡＮ ＤＩＯＲ

2012/7/16 2012-357345 ＰＡＲＦＵＭＳ ＣＨＲＩＳＴＩＡＮ ＤＩＯＲ

2012/7/16 2012-357346 ＰＡＲＦＵＭＳ ＣＨＲＩＳＴＩＡＮ ＤＩＯＲ

2012/7/19 2012-357368

Ｌ’ＯＣＣＩＴＡＮＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡ
Ｌ ＳＡ

03
170

ＰＡＮＩＥＲ ＤＥＳ ＳＥＮＳ

マド
プロ:
通常

2012/7/19 2012-357610 Ｊeｒｏｍｅ Ｌａｍｂｒｕｓｃｈｉｎｉ

03,18,25

171

§Ｗ∞ＷＥＮＤＹ

マド
プロ:
通常

指定商品・役務

01,03

2012/7/18 2012-358083

※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。

ＹＩＷＵ ＷＥＮＤＩ ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．

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

【03】Laundry preparations; floor wax; polish; grinding preparations; essential oils;
dentifrice; cosmetics for animals.
【18】Pelts; leather, unworked or semi-worked; imitation leather; animal skins; fur;
umbrellas; canes; saddlery; backpacks; harness fittings.
【25】Clothing; layettes; bathing suits; shoes; scarfs; football shoes; hosiery; neckties;
wedding gowns; hats.
【03】洗濯用剤，床用ワックス，つや出し剤，研磨剤（研磨用補助液及び歯科用のものを除
く。），精油，歯磨き，愛玩動物用化粧品
【18】生皮，未加工又は半加工の革，擬革，獣皮，毛皮，傘，つえ，馬具，バックパック，馬
具用附属品
【25】被服，新生児用被服，水泳着，靴及び運動用特殊靴，スカーフ，フットボール靴，メリ
ヤス下着、メリヤス靴下，ネクタイ，ウェディングドレス，帽子

36／38

今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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

172

ＢＥＡＵＴＩＦＵＬ ＢＥＡＳＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/17 2012-358360 Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｍｉｒａｃｌｅ， ＬＬＣ

03,35

173

ＧＲＯＷＮ ＡＬＣＨＥＭＩＳＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/16 2012-358705 Ｈａｔｃｈ （Ａｕｓｔｒａｌｉａ） Ｐｔｙ Ｌｔｄ

03
174

§ＢＥＡＵＴＹＬＩＮＥ

マド
プロ:
通常

2012/7/19 2012-358722 ＰＭ－Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＡＧ

03,14,35

175

海▲ぎょく▼

マド
プロ:
通常

2012/7/18 2012-358748

Ｓａｎｙａ Ｈａｉｙｕ Ｐｅａｒｌ Ｃｏ．， Ｌｔ
ｄ．

03

176

マド
ＭＯＮＴ＼ＢＬＡＮＣ＼ＬＥＧＥＮＤ プロ:
通常

2012/7/19 2012-359044 Ｍｏｎｔｂｌａｎｃ－Ｓｉｍｐｌｏ ＧｍｂＨ

※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
【03】Baby lotion; baby oils; baby powders; baby shampoo; baby wipes; bar soap; body
lotions; body scrub; body sprays; breath freshener; cosmetic pads; cosmetic pencils;
cosmetics; deodorants and antiperspirants for personal use; facial cleansers; facial
scrubs; fragrances and perfumery; hair cleaning preparations; hair coloring preparations;
hair conditioners; hair conditioners for babies; hair styling preparations; household
cleaning preparations; mouth washes; nail care preparations; nail polish; nail polish base
coat; nail polish removers; nail polish top coat; nail strengtheners; non-medicated bath
preparations; non-medicated diaper rash ointments and lotions; non-medicated skin care
preparations; non-medicated sun care preparations; scented room sprays; shaving
preparations; tooth cleaning preparations; tooth whitening preparations.
【03】乳児用ローション，ベビーオイル，ベビーパウダー，乳児用シャンプー，乳児用おしり
拭き，棒状せっけん，ボディーローション，身体用スクラブ，身体用スプレー，口臭消臭剤，
化粧用パッド，ペンシル状の化粧品，化粧品，身体用の防臭用化粧品及び制汗用化粧
品，洗顔クレンザー，洗顔用スクラブ，香水並びに香料類及び香水類，洗髪用剤，毛髪用
【03】Cosmetics and skin care products, cosmetics of all types, including foundation,
concealer, mascara, eye shadow, eye and/or brow liners, lipstick, lip liner, lip balm, face
powder, bronzer, blusher, moisturisers, make-up remover; non-medicated body powder;
skin soaps; bath gel, bath oils, bath salts, bath beads, and bath fizzies; non-medicated
skin care preparations, including lotions, creams, cleansers, scrubs, masks and toners;
hair care and hair styling preparations, including shampoos, conditioners, finishing spray,
and gels; personal deodorants, sun-tanning preparations; sunscreen oils and lotions;
shaving preparations; dentifrices; perfumes, eau de toilette, essential oils for personal
use, perfume oils; nail care preparations; nail enamel; pumice stone, cotton sticks and
wool swabs for non-medical purposes all for use on the body; scented room fragrances,
incense sticks, potpourri and sachets; powdered cosmetic tissues; tissues impregnated
【03】Soaps; perfumery goods; essential oils; articles for body and beauty care; hair
lotions; dentifrices; creams, lotions and gels for the face and body; deodorants; make-up;
make-up removing preparations; sun-screening and tanning preparations; shampoos;
cosmetic preparations for cleaning the face and body; hand creams; beauty masks; liquids
for skin care.
【03】せっけん，香料類及び香水類，精油，身体及び美容の手入れ用の製品，ヘアーロー
ション，歯磨き，顔用及び身体用のクリーム・ローション及びジェル，防臭用化粧品，メイク
アップ用化粧品，化粧落とし剤，日焼け止め剤及び日焼け用剤，シャンプー，顔及び身体
の清浄用の化粧品
ンドクリ
ムthe
美顔用パ
ク 肌の手入れ用液体
【03】Make-up;
cream for
whitening
skin; dentifrices;
cosmetics for animals; shampoos
for pets; cosmetic preparations for baths.
【14】Pearls (jewellery, jewelry); silver ornaments; works of art of precious metal; earrings;
chains (jewellery, jewelry); necklaces (jewellery, jewelry); alloys of precious metal.
【35】Sales promotion (for others); import-export agencies; business information;
systemization of information into computer databases; business management of hotels;
advertising.
【03】メイクアップ用化粧品，スキンホワイトニングクリーム，歯磨き，愛玩動物用化粧品，
愛玩動物用シャンプー，浴用化粧品
【14】真珠（宝飾品），銀製身飾品，貴金属製造形品，イヤリング，チェーン，ネックレス，貴
金属製合金
【35】販売促進のための企画及び実行の代理，輸出入に関する事務の代理又は代行，事
【03】Perfumery products and non-medicated toiletries namely perfumery for personal
use, eau de Cologne, eau de toilette, soap for personal use, shower gel, body milk,
cosmetic preparations for use as bath essences non medicated, body moisturizing
creams and lotions, cosmetic preparations for skin care, deodorant for humans or
animals, non-medicated lotions and creams for use before and after shaving, shampoo.
【03】香料類及び香水類並びに化粧品（医療用のものを除く）（すなわち身体用の香料類及
び香水類），オーデコロン，オードトワレ，身体用せっけん，シャワー用ジェル，身体用乳
液，浴用エッセンス用の化粧品（医療用のものを除く），身体保湿用クリーム及びローショ
ン，皮膚の手入れ用化粧品，人用又は動物用の防臭剤，ひげそり前用及びひげそり後用
のローション及びクリーム（医療用のものを除く），シャンプー

37／38

今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.15～2012.07.21.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
03,09,14,18,25

177

ＴＲＩＡＬ ＭＡＳＴＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/20 2012-359363 ＢＥＬＳＴＡＦＦ ＧＲＯＵＰ Ｓ．Ａ．

03,31
マド
プロ:
通常

178

ＭＯＹＵＡＮ

179

マド
§ＵＮＧＡＲＯ ＰＯＵＲ Ｌ’ＨＯ
プロ:
ＭＭＥ ３＼ＰＬＡＴＩＮ－ＨＯＭＭ
通常:
Ｅ
標準

180

マド
ＲＥＮＥＷＩＮＧ ＴＨＥ ＲＥＮＡＩＳ プロ:
通常:
ＳＡＮＣＥ
標準

マド
プロ:
通常

181

2012/7/18 2012-359412

ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＭＡＯＹＵＡＮ ＣＯ
ＭＰＡＮＹ ＬＴＤ

03

【03】Perfumes, eau de parfum, Cologne, toilet water, cold cream, personal deodorants,
skin moisturizer, bath and shower gels, skin lotions.
【03】香水，オードパフューム，コロン，化粧水，コールドクリーム，身体防臭用化粧品，皮
膚に潤いを与える化粧品，浴用及びシャワー用のジェル，スキンローション

35

【35】Providing a web site that features an on-line market for users to commission or buy
art from pre-selected artists.
【35】ユーザーが予め選ばれた芸術家の美術品を委託又は購入するオンライン市場を特
徴とするウェブサイトの提供

03,09,14,18,25

【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses,
eyepieces, protective helmets, protective helmets for sport, riding helmets, hemline
markers, optical glass, optical goods, optical lamps, optical lanterns, optical lenses, pincenez, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings,
protective helmets, protective helmets for sports, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacles (optics), goggles for sports, protective helmets for sports,
sunglasses, time clocks (time recording devices).
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated, therewith,
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses,
eyepieces, protective helmets, protective helmets for sports, riding helmets, hemline
markers, optical glass, optical goods, optical lamps, optical lanterns, optical lenses, pincenez,, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings,
protective helmets, protective helmets for sports, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacles (optics), goggles for sports, protective helmets for sports,
sunglasses, time clocks (time recording devices).
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,

2012/7/20 2012-359478 Ｅｍａｎｕｅｌ Ｕｎｇａｒｏ Ｉｔａｌｉａ Ｓ．ｒ．ｌ．

2012/7/20 2012-359487 Ｅｎｔｒｕｓｔｉｎｇ， Ｉｎｃ．

2012/7/20 2012-359534 ＢＥＬＳＴＡＦＦ ＧＲＯＵＰ Ｓ．Ａ．

03,09,14,18,25

182

ＲＯＡＤ ＭＡＳＴＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/20 2012-359535 ＢＥＬＳＴＡＦＦ ＧＲＯＵＰ 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】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses,
eyepieces, protective helmets, protective helmets for sports, riding helmets, hemline
markers, optical glass, optical goods, optical lamps, optical lanterns, optical lenses, pincenez,, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings,
protective helmets, protective helmets for sports, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacles (optics), goggles for sports, protective helmets for sports,
sunglasses, time clocks (time recording devices).
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
【03】Shampoos and cosmetics for animals and pets.
【31】Animal foodstuffs; dog biscuits; bird food; pet food; edible chews for animals;
beverages for pets; additives to fodder, not for medical purposes; lime for animal forage.
【03】動物用及び愛玩動物用のシャンプー及び化粧品
【31】飼料，犬用ビスケット，鳥用餌，ペットフード，動物用噛み餌，ペット用飲料，飼料添加
物（医療用のものを除く。），飼料用石灰

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
03,05,35

183

ＮｕｔｒａＱ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/17 2012-359717 Ｓａｎａ Ｐｈａｒｍａ ＡＳ

03,09,14,18,25
マド
プロ:
通常

184

2012/7/20 2012-360013 ＢＥＬＳＴＡＦＦ ＧＲＯＵＰ Ｓ．Ａ．

03,09,14,18,25

185

ＢＥＬＳＴＡＦＦ＼ＥＮＧＬＡＮＤ

マド
プロ:
通常

2012/7/20 2012-360014 ＢＥＬＳＴＡＦＦ ＧＲＯＵＰ Ｓ．Ａ．

03,09,14,18,25

186

§Ｔ

マド
プロ:
通常

2012/7/20 2012-360015 ＢＥＬＳＴＡＦＦ ＧＲＯＵＰ 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。

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

指定商品・役務
【03】Perfumery goods; essential oils; cosmetics; skin care products, namely creams, eye
creams, day creams, night creams, lotions, gels, toners, cleansers, skin masks, exfoliating
preparations and peeling preparations; cosmetic products for sunbathing and sun
protection preparations; cosmetic after-sun preparations.
【05】Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances and
supplements.
【35】Retail and wholesale services related to dietary supplements, pharmaceutical and
veterinary preparations and substances, and cosmetics.
【03】香料類及び香水類，精油，化粧品，肌の手入れ用製品、すなわちクリーム，目元用ク
リーム，デイクリーム，ナイトクリーム，化粧用ローション，化粧用ジェル，化粧水，洗浄剤，
肌の手入れ用パック，角質除去用の化粧品及びピーリング剤，日光浴用化粧品及び日焼
け止め用化粧品，日焼け後用剤
【05】薬剤，食事療法用物質及び食餌療法用栄養補助食品
【35】食餌療法用栄養補助食品・医薬用及び獣医科用の用剤及び物質及び化粧品に関連
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses,
eyepieces, protective helmets, protective helmets for sports, riding helmets, hemline
markers, optical glass, optical goods, optical lamps, optical lanterns, optical lenses, pincenez, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings,
protective helmets, protective helmets for sports, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacles (optics), goggles for sports, protective helmets for sports,
sunglasses, time clocks (time recording devices).
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses,
eyepieces, protective helmets, protective helmets for sports, riding helmets, hemline
markers, optical glass, optical goods, optical lamps, optical lanterns, optical lenses, pincenez,, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings,
protective helmets, protective helmets for sports, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacles (optics), goggles for sports, protective helmets for sports,
sunglasses, time clocks (time recording devices).
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses,
eyepieces, protective helmets, protective helmets for sports, riding helmets, hemline
markers, optical glass, optical goods, optical lamps, optical lanterns, optical lenses, pincenez,, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings,
protective helmets, protective helmets for sports, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacles (optics), goggles for sports, protective helmets for sports,
sunglasses, time clocks (time recording devices).
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,

