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No.

商標（見本）

商標

1

くっきり成分

2

毎日続けてくっきりクリアに

3

4

くっきりクリアな毎日＼始めま
しょう

アジパンダ＼ＡＪＩＰＡＮＤＡ

種別
通常:
標準
通常:
標準

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/7/30 2012-061274 大正製薬株式会社
2012/7/30 2012-061275 大正製薬株式会社

区分

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント

01,05,29,32

【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものをのぞく。），植物成長調整剤
類，肥料，高級脂肪酸，人工甘味料，工業用粉類
【05】サプリメント，薬剤，乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】食用油脂，乳製品，冷凍野菜，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ
【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
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものをのぞく。），植物成長調整剤
類，肥料，高級脂肪酸，人工甘味料，工業用粉類
【05】サプリメント，薬剤，乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】食用油脂，乳製品，冷凍野菜，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ
【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】愛玩動物用消臭剤，愛玩動物用歯磨き，せっけん類

2012/7/30 2012-061276 大正製薬株式会社

2012/7/30 2012-061300 味の素株式会社

01,05,29,32
5

図形商標

通常

2012/7/30 2012-061301 味の素株式会社

03
6

7

ＧＲＥＥＮ ＨＡＺＥ

ＧＲＥＥＮ ＨＡＺＥ

通常

通常

2012/7/30 2012-061323 有限会社ツインツリーズ

05

【05】消臭剤（工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。），除菌剤
（工業用及び洗濯用のものを除く。），抗菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く。），空気浄
化剤，入浴剤

05

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，
乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）

05

【05】薬剤，ばんそうこう，包帯，包帯液，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食
品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）

05

【05】ポリフェノールを含有する薬剤，ポリフェノールを含有するサプリメント，ポリフェノール
を含有する食餌療法用飲料，ポリフェノールを含有する食餌療法用食品，ポリフェノール
を含有する乳幼児用飲料，ポリフェノールを含有する乳幼児用食品，ポリフェノールを含
有する栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）

2012/7/30 2012-061324 有限会社ツインツリーズ

8

ニチゾー＼ＮＩＣＨＩＺＯ

通常

2012/7/30 2012-061385 日本臓器製薬株式会社

9

肩ラックル

通常:
標準

2012/7/30 2012-061386 日本臓器製薬株式会社

若摘みりんごポリフェノール

通常:
標準

2012/7/30 2012-061393

10

指定商品・役務

05

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

アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

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

指定商品・役務

02,03,04,05,06,08,0 【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマール，媒染剤，マ
9,10,11,12,14,15,16, 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
18,20,21,24,25,26,2 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
7,28,29,30,32,33,34, 【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
35,36,37,38,39,40,4 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，香料、
薫料及び香水類
2,43,45

11

§Ｇ

通常

2012/7/30 2012-061408 株式会社読売新聞東京本社

03,05

12

§ＳＥＲＵＭ７＼ＲＥＮＥＷ

通常

2012/7/30 2012-061422

ザ ブーツ カンパニー ピーエル
シー

35
13

ｎａｈｄｉ

通常

2012/7/30 2012-061435

※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。

アル ナーディ メディカル カンパ
ニー

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

【04】靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，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，医療用腕環，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳
【06】金属製金具，金属製のネームプレート及び標札，金属製郵便受け，アイゼン，カラビ
ナ，ハーケン，金属製彫刻
【08】ピンセット，電気かみそり及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー
（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，糸通し器，チャコ削り器，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】火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，業務用テレビゲーム機用プログラム，
写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電池，携帯電話機用ホル
ダー及びストラップ，携帯電話のストラップに付ける飾り，携帯電話機用ケース，携帯電話
機の表示画面に貼って使用するのぞき見防止用シート，携帯電話機用充電器，電気通信
機械器具及びその部品並びに附属品，電子計算機用マウス及びマウスパッド，ＵＳＢメモ
リ，電子応用機械器具及びその部品，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，野球用ヘル
メット 運動用保護ヘルメット 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
【03】ナイトクリーム，ローション，デイクリーム，アイクリーム，クリーム，スキンクリーム，バ
ルサム，ジェル，肌の手入れ用化粧品，モイスチャークリーム，スキンクレンジング用ロー
ション及びクリーム，化粧水，スプレー式化粧水，ボディーコンディショニングクリーム，肌
の色をよくするために用いる化粧品，美容液，モイスチャライザー，顔の引きしめ及び老化
防止用クリーム及びローション，ボディの引きしめ及び老化防止用クリーム及びローショ
ン，老化防止用美容液，その他の化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類
【05】薬剤，獣医科用剤，医療用衛生用剤，医療用又は獣医科用の食餌療法用剤及び食
品，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，人間及び動物用
サプリメント，サプリメント，医療用膏薬，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂
綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，歯科用補綴充てん用材料，
歯科用ワックス，消毒剤，有害動物駆除剤，殺菌剤，除草剤，おむつ，おむつカバー，は
え取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），
【35】薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行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
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

14

§Ｓｍａｌｌ Ｇｉｆｔ Ｂｉｇ Ｓｍｉｌｅ∞
ＳａｎｒｉｏＦｒｉｅｎｄｓｈｉｐＣｌｕｂ＼サン 通常
リオフレンドシップクラブ

2012/7/30 2012-061448 株式会社サンリオ

05,29,30

15

ＤＥＦＥＮＳＥ ＬＩＮＥ＼ディフェン
通常
スライン

2012/7/30 2012-061453 株式会社ジェイ・ファーム

05

16

ＢＩＣＵＴＥ＼バイキュート

通常

2012/7/30 2012-061538 株式会社ワールドバイオ

05

17

サンキレー＼Ｓｕｎｋｉｒｅｙ

通常

2012/7/30 2012-061539 株式会社ワールドバイオ

※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
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，キャラクター商品の販売に関する企画，キャラク
ター商品の製造事業の企画，キャラクター商品の販売に関する情報の提供，コンピュータ
による会員の顧客管理，統計的情報の提供，インターネットウエブサイトにおけるショッピ
ングモールを介した商品の広告，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の売買契約の媒介，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の販売に関する情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商
品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行
【05】サプリメント，乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳
幼児用食品，消毒薬，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
【29】ヨーグルト，乳飲料，乳酸菌飲料，牛乳，乳製品，食用油脂，食肉，卵，食用魚介類
（生きているものを除く。），肉の缶詰，肉製品，加工水産物，果実の缶詰及び瓶詰，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
【30】キャンディー，チョコレート，ラムネ菓子，チューインガム，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，茶，コーヒー，ココア，氷，
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，コーヒー豆，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
【05】列車の噴射・真空式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，循環式トイレ
用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，貯留式簡易トイレ・化学処理式トイレ用消臭
剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物用トイ
レの消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，駅舎・一般ビル・一般家庭のトイレ用消臭
剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，トイレ用足もとマットの消臭剤・防臭剤・抗菌防臭
剤・除菌消臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物の室内・シート用消臭剤・防
臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，ゴミ・生ゴミ臭用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭
剤，生ゴミを含む廃棄物用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，吐瀉物用消臭剤・
防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，洗面台用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，
厨房用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，家庭用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・
除菌消臭剤，業務用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，タバコ用消臭剤，酒類用
消臭剤，除菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く。），抗菌剤（工業用及び洗濯用のものを
【05】列車の噴射・真空式トイレ用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，循環式トイレ
用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，貯留式簡易トイレ・化学処理式トイレ用消臭
剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物用トイ
レの消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，駅舎・一般ビル・一般家庭のトイレ用消臭
剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，トイレ用足もとマットの消臭剤・防臭剤・抗菌防臭
剤・除菌消臭剤，船舶・航空機・鉄道車両・自動車等の乗り物の室内・シート用消臭剤・防
臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，ゴミ・生ゴミ臭用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭
剤，生ゴミを含む廃棄物用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，吐瀉物用消臭剤・
防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，洗面台用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，
厨房用消臭剤・防臭剤・除菌消臭剤・抗菌防臭剤，家庭用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・
除菌消臭剤，業務用消臭剤・防臭剤・抗菌防臭剤・除菌消臭剤，タバコ用消臭剤，酒類用
消臭剤，除菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く。），抗菌剤（工業用及び洗濯用のものを
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

18

19

20

商標（見本）

商標

スウィートガーリー＼ＳＷＥＥＴ
ＧＩＲＬＹ

ＯＤＯＲＩＤ＼オドリッド

種別

通常

通常

ＰＵＲＯＧＥＮＥ＼ピュオロジェン 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，せっけん類，歯磨き，香料，薫料，口臭用消臭剤，つけまつ毛

01,05

【01】亜塩素酸ナトリウム，二酸化塩素，漂白剤（洗濯用のものを除く。），その他の化学品
【05】殺菌剤，その他の薬剤

01,05

【01】亜塩素酸ナトリウム，二酸化塩素，漂白剤（洗濯用のものを除く。），その他の化学品
【05】殺菌剤，その他の薬剤

05,11,16,24

【05】医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，眼帯，耳帯，生理帯，生理用ナプキ
ン，生理用タンポン，生理用パンティ，脱脂綿，絆創膏，包帯，胸当てパッド，薬剤（農薬に
あたるものを除く。），おむつ，おむつカバー
【11】家庭用電熱用品類，家庭用空調装置用フィルター，暖冷房装置，暖冷房装置用フィ
ルター，乗物用空調設備，乗物用空調設備用フィルター，空気清浄機，空気清浄機用フィ
ルター，業務用空気清浄機，業務用空気清浄機用フィルター，家庭用空気清浄機，家庭
用空気清浄機用フィルター，衣類乾燥器，衣類乾燥器用フィルター，ボイラー（動力機械
部品・機関用のものを除く。），ボイラー（動力機械部品・機関用のものを除く。）用フィル
ター，業務用衣類乾燥機，業務用衣類乾燥機用フィルター，浄水装置，浄水装置用フィル
ター，家庭用浄水器，家庭用浄水器フィルター
【16】化学繊維製ごみ収集用袋，化学繊維製水切り袋，化学繊維製台所用水切り袋，化学
繊維製の茶用フィルター，化学繊維製のコーヒー抽出用フィルター，化学繊維製のだし汁
抽出用フィルター，合成繊維製の漢方薬抽出用フィルター
【24】不織布，フィルター用不織布，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
【01】植物成長調整剤類
【05】薬剤

2012/7/31 2012-061729 株式会社コーセー

2012/7/31 2012-061744 株式会社バイオサイド・ジャパン

2012/7/31 2012-061745 株式会社バイオサイド・ジャパン

21

ＵＮＫ ＵＣファイバー

通常:
標準

2012/7/31 2012-061749 宇部日東化成株式会社

22

ＫＵＭＩＫＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

通常:
標準

2012/7/31 2012-061771 クミアイ化学工業株式会社

※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。

01,05

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：01B01）2012.07.29～2012.08.04.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

23

§Ｒｅｄｅｍｐｔｉｏｎ＼Ｃｈｏｐｐｅｒｓ

通常

2012/7/31 2012-061803

リデンプション エッセ エルレ エッ
レ

01,02,04,05,07,16,1
7,19,20,24,30,31,35,
36,39,40,41,42,44

24

§ＯＪＩ

通常

2012/7/31 2012-061819 王子ホールディングス株式会社

05
25

におい素足＼さわやかサラサラ 通常

2012/7/31 2012-061855 大正製薬株式会社

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

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

指定商品・役務
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解
槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック装置，駐車場用硬貨作
動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，スプリンク
ラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，オートバイ用ヘルメット，保安
用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道
路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機
械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調
相機，太陽電池，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，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，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科
学用人工衛星，消防車，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事
故防護用手袋，サングラス，その他の眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用
液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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－ＲＯＭ，録音済みのＤＶＤ，録音済みのコン
パクトディスク，その他のレコード，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
【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料，試験紙，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，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉
【04】固形潤滑剤，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，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，防虫紙，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法
用食品
【07】化学機械器具，繊維機械器具，製材用・木工用又は合板用の機械器具，パルプ製造
用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は製本用の機械器具，包装用機械器具，プ
ラスチック加工機械器具
【16】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，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，紙類，文房具類，印刷物
【17】電気絶縁材料，化学繊維（織物用のものを除く。），農業用プラスチックシート，コンデ
ンサーペーパー，バルカンファイバー，プラスチック基礎製品
【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ア
スファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構
築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用
又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，土砂崩壊防止用植生板，木材，鉱物性
基礎材料
【20】荷役用パレット（金属製のものを除く。），木製・竹製又はプラスチック製の包装用容
器，家具，経木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮
【24】織物，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロス，ラバークロ
ス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まく
らカバー，毛布，ふきん
【30】茶，コーヒー，ココア，コーヒー豆，穀物の加工品，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】野菜 果実 飼料 種子類 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木 花 牧草 盆栽
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,30,32

26

図形商標

通常

2012/7/31 2012-061856 大正製薬株式会社

05,30,32
27

図形商標

通常

2012/7/31 2012-061857 大正製薬株式会社

03,05
28

29

30

ボンボンキリ＼ｂｏｎｂｏｎｋｉｒｒｉ

§ＫＥＲＡＳＴＹＬＥ＼ケラスタイ
ル！∞ケラスタイル！

通常

通常

ヌースブライト＼ＮＯＯＳ ＢＲＩＧ
通常
ＨＴ

2012/7/31 2012-061871 フォーデイズ株式会社

指定商品・役務
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野
菜ジ
ス 乳清飲料 ビ ル製造用ホ プ キス
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野
菜ジ
ス 乳清飲料 ビ ル製造用ホ プ キス
【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
【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，乳幼児用粉乳，サプリメント，乳幼児
用飲料，乳幼児用食品

35

【35】薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行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

05

【05】フェルラ酸を主原料とする粉末状・錠剤状・顆粒状・粒状・カプセル状・液状の加工食
品，その他のサプリメント，乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用
飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），入浴剤，薬剤

2012/7/31 2012-061883 株式会社ジャック・インベストメント

2012/7/31 2012-061924 株式会社ヌースコーポレーション

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.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

31

スマイルバスケット

通常:
標準

2012/7/31 2012-062068 株式会社ベネッセコーポレーション

35

32

Ｓｍｉｌｅ＼Ｂａｓｋｅｔ

通常

2012/7/31 2012-062069 株式会社ベネッセコーポレーション

05
33

モレノ＼ＭＯＲＥＮＯ

通常

2012/7/31 2012-062078 鈴木 一彦

34

もちふわ素肌

通常:
標準

2012/8/1

※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。

2012-062097 ロート製薬株式会社

03

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，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，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，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，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，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，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
【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，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，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，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，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，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
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用
パンティ，胸当てパッド，失禁用パッド，尿とりパッド，尿吸収ライナー，歯科用材料，おむ
つ，おむつカバー，失禁用吸収性パンツ，サプリメント，人工受精用精液

【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

10／34

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

35

商標（見本）

商標

ＰＯＬＡ

種別

通常

出願日

2012/8/1

出願番号

出願人／権利者

区分

【35】薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行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

01,05

【01】β－グルカンを含有する食品添加物（化学品に属するものに限る），食品・化粧品・
せっけん類・歯磨きの製造工程において原料として使用するβ－グルカン及びその他の
化学品，化学品，人工甘味料，工業用粉類，植物成長調整剤類，肥料，高級脂肪酸，天
然活性ミネラル鉱石，非金属鉱物
【05】β－グルカンを主原料とする錠剤状・粉末状・ゲル状・カプセル状・液体状の加工食
品，サプリメント，薬剤，食餌療法用飲料，乳幼児用食品，乳幼児用粉乳，栄養補助用飼
料添加物（薬剤に属するものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂
綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド
【05】増粘多糖類を主原料とする顆粒状・粉末状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品，咀
嚼嚥下障害者用食品，その他の食餌療法用食品，食餌療法用飲料，サプリメント，食品
強化剤，食餌療法用食品調整剤，食餌療法用食品添加物，オブラート，乳幼児用粉乳，
乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【01】生物学的製剤（医療用及び獣医科用のものを除く。），識別剤（医療用及び獣医科用
のものを除く。），その他の化学品
【05】医療用生物学的製剤，医療用診断剤，その他の薬剤（農薬に当たるものを除く。）
【10】診断用機械器具，その他の医療用機械器具（「歩行補助器・松葉づえ」を除く。）
【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
【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
【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
【35】織物及び寝具類・被服・履物・かばん類及び袋物・身の回り品・飲食料品・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・化粧品・歯磨き及びせっけん類・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・のぼり及び旗・ろうそく・ろうそく消し及びろうそく立て・家庭園芸用の水耕式植物
栽培器・愛玩動物用の小屋・おり・かご・運搬ケース・首輪・リードひも・調教用具・被服・
マット・給水器・トイレ及びトイレ用吸収材・愛玩動物用キャリア・ペーパータオル及びペー
パーナプキン・ウェットティッシュ・ペーパータオル用ディスペンサー・シャワーヘッド・アロマ
テラピー用ポット・タオル掛け・ティッシュペーパー箱カバー・ドアノブ用カバー・ドリンクホル
【01】植物強化剤，植物のストレス管理のための化学的及び／又は生物学的製剤，植物
成長調整剤類，種子処理用化学剤，界面活性剤，昆虫の交信撹乱剤として使用される天
然または人工の化学品，その他の農業用・園芸用及び林業用の化学品
【05】有害動物駆除剤，有害動物忌避剤，殺虫剤，殺菌剤，除草剤
【01】植物強化剤，植物のストレス管理のための化学的及び／又は生物学的製剤，植物
成長調整剤類，種子処理用化学剤，界面活性剤，昆虫の交信撹乱剤として使用される天
然または人工の化学品，その他の農業用・園芸用及び林業用の化学品
【05】有害動物駆除剤，有害動物忌避剤，殺虫剤，殺菌剤，除草剤
【05】有害動物駆除剤，有害動物忌避剤，殺虫剤，殺菌剤，除草剤

ポーラ化成工業株式会社
2012-062161 株式会社ポーラ・オルビスホールディ
ングス

36

ＢＲＭＧ

通常:
標準

2012/8/1

2012-062173 株式会社ソフィ

37

プチドリップ

通常:
標準

2012/8/1

2012-062193 伊那食品工業株式会社

38

ＲＥＣＯＭＢＩＧＥＮ

通常:
標準

2012/8/1

2012-062271

05

シーメンス ヘルスケア ダイアグノ
スティックス インコーポレイテッド

01,05,10

14,18,25,35

39

ＣＯＴＴＡＧＥ ＢＹ ＯＰＴＩＴＵＤＥ

通常:
標準

2012/8/1

40

アーセナルパワー

通常:
標準

2012/8/1

41

ＡＲＳＥＮＡＬ ＰＯＷＥＲ

通常:
標準

2012/8/1

42

兼続

通常:
標準

2012/8/1

※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

2012-062334 株式会社ジュン

ビーエーエスエフ、アグロケミカル、 01,05
2012-062341 プロダクツ、ベスローテン、フェンノー
トシャップ
ビーエーエスエフ、アグロケミカル、 01,05
2012-062342 プロダクツ、ベスローテン、フェンノー
トシャップ
ビーエーエスエフ アグロ ベー．ファ 05
2012-062348 ウ．アルンヘム（エンエル）ツヴァイク
ニーダーラッスング ヴェーデンス

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.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
35,36,41,43

43

させぼ五番街

通常

2012/8/1

2012-062367 有限会社中村商事

44

再春館

通常:
標準

2012/8/1

2012-062376 株式会社再春館製薬所

05
05

45

快血習慣＼快けつ習慣

46

ジーコンボ

47

ゼコンボ

48

49

通常

通常:
標準
通常:
標準

レスベラソーム＼ｒｅｓｖｅｒａｓｏｍ
通常
ｅ

ＲＥＤ ＶＥＮＵＳ＼レッドヴィー
ナス

通常

2012/8/1

2012-062484 株式会社自然舘

2012/8/1

2012-062523 アストラゼネカ アクチボラグ

2012/8/1

2012-062524 アストラゼネカ アクチボラグ

2012/8/2

2012/8/2

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

指定商品・役務
【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，財務書類の作成
又は監査若しくは証明，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【05】サプリメント，薬剤，食餌療法用飲料，食餌療法用食品

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），イチョウ葉エキスとナットウキナーゼを主原料とす
る粒状・液体状・錠剤状・ゼリー状・粉末状・顆粒状・板状・カプセル状の加工食品，植物を
主原料とする粒状・液体状・錠剤状・ゼリー状・粉末状・顆粒状・板状・カプセル状の加工
食品，魚介類抽出物を主原料とする粒状・液体状・錠剤状・ゼリー状・粉末状・顆粒状・板
状・カプセル状の加工食品，ビタミン・ミネラルを主原料とする粒状・液体状・錠剤状・ゼ
リー状・粉末状・顆粒状・板状・カプセル状の加工食品，動物エキスを主原料とする粒状・
液体状・錠剤状・ゼリー状・粉末状・顆粒状・板状・カプセル状の加工食品，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く）

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，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

03,05

【03】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，せっ
けん類，洗浄剤（製造工程用及び医療用のものを除く。），歯磨き，洗口液，化粧品，香水
類，脱毛用ワックス，バスソルト，バスオイル，香料，薫料，芳香剤，室内用芳香剤，つけ
づめ，つけまつ毛
【05】薬剤，入浴剤

2012-062532 株式会社フェース

2012-062537 株式会社クロイスターズ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

50

商標（見本）

商標

ＢＬＡＣＫ ＶＥＮＵＳ＼ブラック
ヴィーナス

種別

通常

出願日

2012/8/2

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，せっ
けん類，洗浄剤（製造工程用及び医療用のものを除く。），歯磨き，洗口液，化粧品，香水
類，脱毛用ワックス，バスソルト，バスオイル，香料，薫料，芳香剤，室内用芳香剤
【05】薬剤，入浴剤

03,05

【03】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，せっ
けん類，洗浄剤（製造工程用及び医療用のものを除く。），歯磨き，洗口液，化粧品，香水
類，脱毛用ワックス，バスソルト，バスオイル，香料，薫料，芳香剤，室内用芳香剤，つけ
づめ，つけまつ毛
【05】薬剤，入浴剤

03

【03】化粧品，おしろい，化粧水，クリーム，紅，頭髪用化粧品，香水類，アイシャドウ，あぶ
らとり紙，身体用防臭剤，脱毛剤，タルカムパウダー，ネイルエナメル，ネイルエナメル除
去液，バスオイル，バスソルト，パック用化粧料，ベビーオイル，ベビーパウダー，マスカ
ラ，まゆ墨，毛髪脱色剤，せっけん類，香料，歯磨き，口臭用消臭剤，薫料，つけづめ，つ
【05】薬剤

2012-062538 株式会社クロイスターズ

51

ＷＨＩＴＥ ＶＥＮＵＳ＼ホワイト
ヴィーナス

通常

2012/8/2

2012-062539 株式会社クロイスターズ

52

青春の泉

通常:
標準

2012/8/2

2012-062554 笠井 章弘
05

53

ＳＡＶＡＹＳＡ

通常

2012/8/2

54

ＣＯＮＧＲＥＮＯ

通常:
標準

2012/8/2

55

ＩＬＥＶＯ

通常:
標準

2012/8/2

翰慈堂

通常:
標準

56

2012/8/2

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

指定商品・役務

03,05

2012-062574 第一三共株式会社

バイエル インテレクチュアル プロ
2012-062616 パティー ゲゼルシャフト ミット ベ
シュレンクテル ハフツング
バイエル インテレクチュアル プロ
2012-062617 パティー ゲゼルシャフト ミット ベ
シュレンクテル ハフツング

01,05

【01】農業用・林業用・園芸用の化学品，種子処理用化学剤，肥料
【05】有害動物駆除剤，殺菌剤，除草剤

01,05

【01】農業用・林業用・園芸用の化学品，種子処理用化学剤，肥料
【05】有害動物駆除剤，殺菌剤，除草剤

05,32

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

2012-062628 ▲劉▼ 春雷

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.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

§チイ＼コミ

通常

2012/8/2

2012-062663 株式会社 地域新聞社

35

58

好角家

59

ＣＨＵ－ＷＩＮ

60

リンボニーク

61

リンボニク

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/8/2

2012-062691 東武プロパティーズ株式会社

2012/8/2

2012-062724 株式会社リベルタ

2012/8/2

2012-062727 アストラゼネカ アクチボラグ

2012/8/2

2012-062728 アストラゼネカ アクチボラグ

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

03
05
05

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

指定商品・役務
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，インターネットによる商品の販売促進及び役務
の提供促進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
ドの発行，トレーディングスタンプの発行・清算・管理又はこれらに関する情報の提供，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，職業のあっせん，競売の運営，新聞の予約購読の取次ぎ，文書又は磁気
テープのファイリング，広告用具の貸与，求人情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用
品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び
袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料
及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・
コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の
業務において行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
【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，ホテルの事業の管理，ショッピングセンター事業・ショッピングモール事業の運営・
管理，娯楽施設に係る事業の運営・管理，会議室・多目的ホールの提供に関する事業の
運営・管理，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，電気機械器
具類（携帯電話機用のストラップ及びネックピースを含む。）の小売又は卸売の業務にお
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 運動
【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
【05】代謝性薬剤，呼吸器官用薬剤，中枢神経系用薬剤，末しょう神経系用薬剤，循環器
官用薬剤，胃腸薬，鎮痛剤，関節炎用薬剤，感染症用治療剤，抗感染症剤，消炎剤，糖
尿病用治療剤，全身麻酔剤，局所麻酔剤，腫瘍治療用薬剤，泌尿生殖器又は肛門用の
【05】代謝性薬剤，呼吸器官用薬剤，中枢神経系用薬剤，末しょう神経系用薬剤，循環器
官用薬剤，胃腸薬，鎮痛剤，関節炎用薬剤，感染症用治療剤，抗感染症剤，消炎剤，糖
尿病用治療剤，全身麻酔剤，局所麻酔剤，腫瘍治療用薬剤，泌尿生殖器又は肛門用の

14／34

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,03,05

62

ブルーレット＼黒ズミ対策

通常

2012/8/2

2012-062729 小林製薬株式会社

03
63

リフレッシュアロマの香り＼Ｂｌｕ
通常
ｅｌｅｔ

2012/8/2

2012-062730 小林製薬株式会社

03,05,21
64

ＴＨＥＲＡＰＵＬ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062746

05

【03】非医療用のトイレットプリパレイション，歯磨き，口内洗浄剤，口臭用消臭剤，オーラ
ルケア剤，デンタルジェル，漂白剤，歯磨き剤，歯のホワイトニング剤及びホワイトニング
促進剤，化粧用ステイン除去剤
【05】医療用オーラルケア剤，医療用歯磨き剤，医療用の歯のホワイトニング剤，医療用
口内清浄剤，医療用漂白剤，歯科衛生のための医療用チューインガム及びトローチ
【21】歯ブラシ，ようじ，デンタルフロス，デンタルケア剤を口中に塗布するためのアプリ
ケーターとして使用されるブラシ及びスポンジ，前述の商品のホルダー及びアプリケー
【03】非医療用のトイレットプリパレイション，歯磨き，口内洗浄剤，口臭用消臭剤，オーラ
ルケア剤，デンタルジェル，漂白剤，歯磨き剤，歯のホワイトニング剤及びホワイトニング
促進剤，化粧用ステイン除去剤
【05】医療用オーラルケア剤，医療用歯磨き剤，医療用の歯のホワイトニング剤，医療用
口内清浄剤，医療用漂白剤，歯科衛生のための医療用チューインガム及びトローチ
【21】歯ブラシ，ようじ，デンタルフロス，デンタルケア剤を口中に塗布するためのアプリ
ケーターとして使用されるブラシ及びスポンジ，前述の商品のホルダー及びアプリケー
【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

35

【35】農耕用品の小売又は卸売において行われる顧客に対する便益の提供，園芸用品の
小売又は卸売において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤・サプリメントの小売又は
卸売において行われる顧客に対する便益の提供，飲食品の小売又は卸売において行わ
れる顧客に対する便益の提供，愛玩動物用飼料の小売又は卸売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において行われる顧客に対する便益の提供，台所用
品の小売又は卸売において行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物用被服・愛玩
動物用リードの小売又は卸売において行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物用
ベッド・愛玩動物用キャリーバッグ・愛玩動物用小屋の小売又は卸売において行われる顧
客に対する便益の提供，愛玩動物用食器の小売又は卸売において行われる顧客に対す
る便益の提供，愛玩動物用玩具の小売又は卸売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
【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，靴クリーム，靴墨，せっけん類，歯磨き，化粧
【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，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

スタフォード－ミラー（アイルランド）リ
ミテッド
03,05,21

65

セラピュール

66

エヌシーワン

67

ＮＣ－１

68

ＮＣＰ－１

69

エヌシ－ピ－ワン

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

スタフォード－ミラー（アイルランド）リ
ミテッド

2012/8/2

2012-062747

2012/8/2

2012-062764 日本ケミファ株式会社

2012/8/2

2012-062765 日本ケミファ株式会社

2012/8/2

2012-062766 日本ケミファ株式会社

2012/8/2

2012-062767 日本ケミファ株式会社

70

§Ｆａｒｍｔｅｃｈ＼Ｊａｐａｎ∞株式
会社ファームテックジャパン

通常

2012/8/2

2012-062860 株式会社ファームテックジャパン

71

ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062862 株式会社ファミリーマート

72

ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062864 株式会社ファミリーマート

03
05

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

指定商品・役務
【01】除菌剤（洗濯用のもの及び薬剤に属するものを除く。），便器又はトイレタンクの汚れ
防止用コーティング剤，防汚剤，その他の化学品，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，高級脂肪酸，非鉄金属
【03】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，芳香洗浄剤，その他のせっけん類，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，歯磨き，化粧品，香料
【05】除菌剤（洗濯用・身体用及び工業用のものを除く。），抗菌剤（洗濯用・身体用及び工
業用のものを除く。），消臭剤（身体用及び工業用のものを除く。），芳香消臭剤（身体用及
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，おりもの専用シート，脱
脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，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
【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，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。），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：01B01）2012.07.29～2012.08.04.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

73

ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062886 株式会社ファミリーマート

74

ファミコレ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062895 株式会社ファミリーマート

75

ファミコレ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062897 株式会社ファミリーマート

03
05

35

76

ファミコレ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062919 株式会社ファミリーマート

77

プラチナライン

通常:
標準

2012/8/2

2012-062927 株式会社ファミリーマート

※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。

03

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

指定商品・役務
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，事業の管理，財務書類の作成，新聞の予約購読の取次ぎ，文書又は磁
気テープのファイリング，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り
扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食
用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び
果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパン
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，自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，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
【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，靴クリーム，靴墨，せっけん類，歯磨き，化粧
【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，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
【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，事業の管理，財務書類の作成，新聞の予約購読の取次ぎ，文書又は磁
気テープのファイリング，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り
扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食
用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び
果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパン
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，自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，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
【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，靴クリーム，靴墨，せっけん類，歯磨き，つけ
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.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

78

プラチナライン

通常:
標準

2012/8/2

2012-062935 株式会社ファミリーマート

05
79

ＦＩＸＩＭＥ

通常

2012/8/3

2012-062961 アステラス製薬株式会社

05,30

80

§Ｓｍｉｌｅ Ｂｅａｕｔｙ Ｐｉｐｉ

通常

2012/8/3

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

指定商品・役務
【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，被服の小売又は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，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 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
【05】薬剤

2012-062977 株式会社アウターワークス

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

【05】薬剤，医療用粘着シート，防水性を有する医療用透明フィルムからなる創傷被覆材，
医療用不織布テープ，医療用プラスチックテープ，医療用紙テープ，医療用粘着テープ，
医療用テープ，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，清浄綿，脱脂綿，ばんそうこう，包
帯，包帯液，胸当てパッド，乳漏れ防止用パッド，おむつ，おむつカバー，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【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，調味料，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.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

81

§ＨＥＡＬＴＨ＆ＣＯＳＭＥ＼ｔｙｒａｌ
通常
＼ティラル

2012/8/3

2012-062980 株式会社エディオン

03,05,35,44

82

§ＨＥＡＬＴＨ＆ＣＯＳＭＥ＼ｔｙｒａｌ
通常
＼ティラル

2012/8/3

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

2012-062981 株式会社エディオン

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

指定商品・役務
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），燻蒸剤（農薬に当たるものに限る。），殺菌剤（農
薬に当たるものに限る。），殺そ剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるも
のに限る。），除草剤，防虫剤（農薬に当たるものに限る。），防腐剤（農薬に当たるものに
限る。），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
【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，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，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，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
【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
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），燻蒸剤（農薬に当たるものに限る。），殺菌剤（農
薬に当たるものに限る。），殺そ剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるも
のに限る。），除草剤，防虫剤（農薬に当たるものに限る。），防腐剤（農薬に当たるものに
限る。），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
【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，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，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，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.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
35,44

83

§ＯＲＡＬＹＳＩＳ

通常

2012/8/3

2012-062990 ライオン株式会社

35,44

84

おくちコンシェルジュ

通常:
標準

2012/8/3

2012-062991 ライオン株式会社

35,44

85

ＯＲＡＬＣＯＭ＼オーラルコム

通常

2012/8/3

2012-062992 ライオン株式会社

05
86

ＨＹＧＩＡ＼ハイジア

通常

2012/8/3

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

2012-062993 ライオン株式会社

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

指定商品・役務
【35】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，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，加
工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械
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，歯科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，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
【44】美容，理容，入浴施設の提供，あんま・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，動物の飼育，動物の治療，動物の美容，介護
【35】身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，加
工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械
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，歯科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，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
【44】美容，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼
育，動物の治療，動物の美容，介護
【35】市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，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，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，加工食料品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，電気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，歯科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，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
【44】美容，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，歯科医療情報の提供，歯科医
【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，防虫紙，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，栄
養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,03,04,05,06,0 【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，
7,08,09,10,11,12,13, 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，写真材料，試
14,15,16,17,18,19,2 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
0,21,22,23,24,25,26, 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
27,28,29,30,31,32,3 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・
3,34,35,36,37,38,39, 装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
40,41,42,43,44,45 【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

87

“ＨＩＳ ＭＡＳＴＥＲ’Ｓ ＶＯＩＣＥ” 通常

2012/8/3

2012-063040 株式会社ＪＶＣケンウッド

03,05
88

ＢＲＯＯＫ’Ｓ

通常:
標準

2012/8/3

2012-063043

株式会社ブルックスホールディング
ス
03,08,09,14,16,18,2
0,21,25,26,28,35,41,
44

89

Ｔｏｎｙｍｏｌｙ

通常:
標準

2012/8/3

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

2012-063069 バエ ハエ ドン

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

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
【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
【05】薬剤，はえ取紙，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，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【03】洗濯用漂白剤，洗濯用柔軟剤，洗濯用蛍光増白剤，洗濯用青み付け剤，洗濯用の
り，つけまつげ用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，
つけづめ，つけまつ毛
【08】ペディキュアセット，マニキュアセット，電気式マニキュアセット，電気かみそり，アイロ
ン，はさみ類，包丁類，野菜シュレッダー，スプーン，フォーク
【09】眼鏡，眼鏡の部品及び附属品，事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服．事
故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，事故防護用ヘルメット，運動用ヘ
ルメット
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，身飾品，キーホルダー，宝石箱，時計
【16】紙類，衛生紙，化粧落とし用紙ナプキン，紙製テーブルナプキン，紙製テーブルリネ
ン，紙製テーブルマット，紙製食卓マット，紙製コースター，紙製包装容器，紙製テーブル
クロス，文房具類，事務用品（家具を除く。）
【18】かばん類，袋物，かばん金具，皮革製包装用容器，乳児用スリング，皮ひも，傘，登
山用ステッキ
【20】屋内用ブラインド，カーテン，装飾用モビール，家具，プラスチック製の包装用容器，
木製の包装用容器，竹製の包装用容器，クッション，マットレス，まくら
【21】化粧用具，ガラス製包装容器，食器類，せっけん用ディスペンサー，家事用手袋
【25】被服（和服を除く。），ベルト，バンド，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」を除く。）運動用特殊衣服（「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。）運動用特
殊靴（「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。）
【26】装飾用バッジ（ボタン），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），帽子飾り（貴金属製
のものを除く。），ピン（宝飾品を除く。），髪染め用キャップ，ヘアカーラー（電気式のものを
除く。），頭飾品，かつら，ボタン類，被服用留具，被服用スパンコール，ジッパー（スライド
ファスナー），電気式ヘアカーラー
【28】おもちゃ，人形，ゲーム用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
【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，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情報の提供，化粧品の販売に関
する事務の代理又は代行 化粧品の輸出入に関する事務の代理又は代行 化粧品に関
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

90

91

92

93

商標（見本）

商標

立体商標

立体商標

立体商標

立体商標

種別

通常:
立体

通常:
立体

通常:
立体

通常:
立体

出願日

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/3

出願番号

出願人／権利者

2012-063130

95

婦人宝

通常:
標準

2012/8/3

2012-063148 小太郎漢方製薬株式会社

§Ｐｙｒａｍｉｄ

通常

2012/8/3

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

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

03,05

05

【03】薬用せっけん，ローションせっけん，皮膚用の保湿ローション，顔用の保湿ローショ
ン，身体用の保湿ローション，ティッシュに浸み込ませた薬用せっけん，ティッシュに浸み
込ませたローションせっけん，ティッシュに浸み込ませた皮膚用の保湿ローション，ティッ
シュに浸み込ませた顔用の保湿ローション，ティッシュに浸み込ませた身体用の保湿ロー
ション，シャンプー，身体用洗浄剤，身体用うず流スキンコンディショナー，身体用うず流ク
レンザー，身体洗浄剤用の抗菌ローションせっけん
【05】瞬間手指用清浄薬，会陰用抗菌洗浄剤，手及び皮膚用消毒洗浄剤の性質を持った
ＣＨＧ含有の外科用消毒剤，ティッシュに浸み込ませた瞬間手指用清浄薬，ティッシュに浸
み込ませた会陰用抗菌洗浄剤，ティッシュに浸み込ませた手及び皮膚用消毒洗浄剤の性
質を持ったＣＨＧ含有の外科用消毒剤
【05】薬剤，サプリメント

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

2012-063119 ロート製薬株式会社

2012/8/3

97

【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

2012-063118 ロート製薬株式会社

通常:
標準

2012/8/3

03
2012-063117 ロート製薬株式会社

ＰＲＯＶＯＮ

§Ｐｙｒａｍｉｄ＼創造をチカラに世
通常
界への挑戦

指定商品・役務
【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

2012-063115 ロート製薬株式会社

94

96

区分
03

ゴジョ・インダストリーズ・インコーポ
レイテッド

2012-063154 日医工株式会社

2012-063155 日医工株式会社

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.
98

99

100

商標（見本）

商標
創造をチカラに世界への挑戦

ＡＭＩＴＥＲ＼アミテル

ＳＴＥＭＤＩＦＦ

種別

出願日

通常:
標準

2012/8/3

通常

優先

2012/8/3

2012/8/3

出願番号

出願人／権利者

2012-063156 日医工株式会社

区分
【05】薬剤

01,05

【01】界面活性剤，工業用軟化剤，軟化剤，その他の化学品
【05】皮膚軟化剤，その他の薬剤（農薬に当たるものを除く。）

01,05

【01】生物学的製剤（医療用及び獣医科用のものを除く。），工業用化学品，科学用化学剤
（医療用及び獣医科用のものを除く。），科学研究用・医学研究用又は実験用の試験管内
における細胞の培養・維持管理・増殖・分化及び分析のために使用される組織培養培地・
細胞増殖培地及び生物学的製剤，化学品
【05】医療用及び獣医科用の生物学的製剤，医療用及び獣医科用の化学剤，医療用・臨
床用又は獣医科用の試験管内における細胞の培養・維持管理・増殖・分化及び分析のた
めに使用される組織培養培地・細胞増殖培地及び生物学的製剤，薬剤，獣医科用剤

01,05

【01】生物学的製剤（医療用及び獣医科用のものを除く。），工業用化学品，科学用化学剤
（医療用及び獣医科用のものを除く。），科学研究用・医学研究用又は実験用の試験管内
における気道細胞の培養・維持管理・増殖・分化及び分析のために使用される組織培養
培地・細胞増殖培地及び生物学的製剤，化学品
【05】医療用及び獣医科用の生物学的製剤，医療用及び獣医科用の化学剤，医療用・臨
床用又は獣医科用の試験管内における気道細胞の培養・維持管理・増殖・分化及び分析
のために使用される組織培養培地・細胞増殖培地及び生物学的製剤，薬剤，獣医科用剤

05

【05】薬剤，食餌療法用の食品調製剤，医療用栄養添加剤，医療用栄養補助剤，乳糖，乳
幼児用粉乳，サプリメント，咀嚼嚥下障害者用食品，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，
乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【05】薬剤，食餌療法用の食品調製剤，医療用栄養添加剤，医療用栄養補助剤，乳糖，乳
幼児用粉乳，サプリメント，咀嚼嚥下障害者用食品，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，
乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【05】薬剤，食餌療法用の食品調製剤，医療用栄養添加剤，医療用栄養補助剤，乳糖，サ
プリメント，咀嚼嚥下障害者用食品，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，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。）

2012-063161 日本エマルジョン株式会社

2012-063180

ステムセル テクノロジーズ イン
コーポレイテッド

ステムセル テクノロジーズ イン
コーポレイテッド

101

ＰＮＥＵＭＡＣＵＬＴ

優先

2012/8/3

2012-063182

102

イムノラクトフェリン

通常:
標準

2012/8/3

2012-063210 森永乳業株式会社

103

生乳からの贈りもの

通常:
標準

2012/8/3

2012-063211 森永乳業株式会社

05
05

104

エンジョイサポート＼ｅｎｊｏｙ ｓｕ
通常
ｐｐｏｒｔ

105

ツレキス

106

ツレッキス

107

ツレキース

108

ツレッキース

109

ツレキッス

110

ビオンブリ

111

フィアミオ

112

フィアマイオ

113

ファミーオ

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/8/3

2012-063213 森永乳業株式会社

2012/8/3

2012-063220

2012/8/3

2012-063221

2012/8/3

2012-063222

2012/8/3

2012-063223

2012/8/3

2012-063224

2012/8/3

2012-063225

2012/8/3

2012-063226

2012/8/3

2012-063227

2012/8/3

2012-063228

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

指定商品・役務

05

ノバルティス
フト
ノバルティス
フト
ノバルティス
フト
ノバルティス
フト
ノバルティス
フト
ノバルティス
フト
ノバルティス
フト
ノバルティス
フト
ノバルティス
フト

アクチエンゲゼルシャ 05

【05】薬剤

アクチエンゲゼルシャ 05

【05】薬剤

アクチエンゲゼルシャ 05

【05】薬剤

アクチエンゲゼルシャ 05

【05】薬剤

アクチエンゲゼルシャ 05

【05】薬剤

アクチエンゲゼルシャ 05

【05】薬剤

アクチエンゲゼルシャ 05

【05】薬剤

アクチエンゲゼルシャ 05

【05】薬剤

アクチエンゲゼルシャ 05

【05】薬剤

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：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.
114

115

商標（見本）

商標
ウルタイブロ

ピンポイントマッスルズ

種別

出願日

出願番号

通常:
標準

2012/8/3

2012-063229

通常:
標準

2012/8/3

出願人／権利者

区分

ノバルティス アクチエンゲゼルシャ 05
フト
35

2012-063379 遠藤 大次郎

01,02,05,06,07,09,1
0,11,17,19,35,37,40

116

Ｄｅｘｅｒｉａｌｓ

通常:
標準

2012/8/3

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

2012-063386 デクセリアルズ株式会社

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

指定商品・役務
【05】薬剤
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，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
【01】撥水剤，撥油剤，金属酸塩，酸化物，窒化物，窒酸化物，紫外線硬化材料，スパッタ
リングターゲット，クロマトグラフィー用充填剤，ディスプレイパネルとガラスカバーの間に
充填するディスプレイ画面製造用化学品，ディスプレイパネルとプラスチックカバーの間に
充填するディスプレイ画面製造用化学品，産業廃棄物の処理に使用する化学品，その他
の化学品，建材用接着剤，ディスプレイパネルとガラスカバーの間に充填するディスプレ
イ画面製造用接着剤，ディスプレイパネルとプラスチックカバーの間に充填するディスプレ
イ画面製造用接着剤，その他ののり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），写
真材料，アクリル樹脂，ビニル樹脂，ポリオレフィン樹脂，重合樹脂粒子，被覆付重合樹脂
粒子，天然凝集剤，高分子凝集剤，ディスプレイパネルとガラスカバーの間に充填する
ディスプレイ画面製造用原料プラスチック，ディスプレイパネルとプラスチックカバーの間に
充填するディスプレイ画面製造用原料プラスチック，その他の原料プラスチック
【02】染料，蛍光顔料，その他の顔料，建材用塗料，その他の塗料，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
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，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。）
【06】フェライト及びその他の磁性粉，鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，建築用又は構
築用の金属製専用材料，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，金属製金具，滑車
【07】金属加工機械器具，化学機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）及
び機械器具の部品，機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），プラスチック加工機械器
具，半導体製造用真空蒸着装置，半導体製造用スパッタリング装置，その他の半導体製
造装置，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 太陽熱発電機並びにその
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,05,06,07,09,1 【01】撥水剤，撥油剤，金属酸塩，酸化物，窒化物，窒酸化物，紫外線硬化材料，スパッタ
0,11,17,19,35,37,40 リングターゲット，クロマトグラフィー用充填剤，ディスプレイパネルとガラスカバーの間に

117

デクセリアルズ

通常:
標準

2012/8/3

2012-063387 デクセリアルズ株式会社

05,44
118

適応医療

通常:
標準

ＥＢＬ

通常:
標準

2012/7/30 2012-065003 史 峻
05,44

119

2012/7/30 2012-065004 史 峻
03,05,16,35

120

121

122

マルクリーンピュア

通常

Ｖｉｒｕｓ Ｂｌｏｃｋｅｒ Ｎｏｖａ＼ウィ
通常
ルスブロッカーノバ

ウィルスキラーウ

通常

2012/7/31 2012-065515 株式会社マル・コーポレーション

充填するディスプレイ画面製造用化学品，ディスプレイパネルとプラスチックカバーの間に
充填するディスプレイ画面製造用化学品，産業廃棄物の処理に使用する化学品，その他
の化学品，建材用接着剤，ディスプレイパネルとガラスカバーの間に充填するディスプレ
イ画面製造用接着剤，ディスプレイパネルとプラスチックカバーの間に充填するディスプレ
イ画面製造用接着剤，その他ののり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），写
真材料，アクリル樹脂，ビニル樹脂，ポリオレフィン樹脂，重合樹脂粒子，被覆付重合樹脂
粒子，天然凝集剤，高分子凝集剤，ディスプレイパネルとガラスカバーの間に充填する
ディスプレイ画面製造用原料プラスチック，ディスプレイパネルとプラスチックカバーの間に
充填するディスプレイ画面製造用原料プラスチック，その他の原料プラスチック
【02】染料，蛍光顔料，その他の顔料，建材用塗料，その他の塗料，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
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，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。）
【06】フェライト及びその他の磁性粉，鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，建築用又は構
築用の金属製専用材料，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，金属製金具，滑車
【07】金属加工機械器具，化学機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）及
び機械器具の部品，機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），プラスチック加工機械器
具，半導体製造用真空蒸着装置，半導体製造用スパッタリング装置，その他の半導体製
造装置，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 太陽熱発電機並びにその
【05】薬剤，生薬・黒焼き及びもぐさ，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，歯
科用材料，おむつ，おむつカバー，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
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，介護，医療用機
械器具の貸与，あん摩・マッサージ及指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり
【05】薬剤，生薬・黒焼き及びもぐさ，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，歯
科用材料，おむつ，おむつカバー，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
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，介護，医療用機
械器具の貸与，あん摩・マッサージ及指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤
【05】薬剤，殺菌消毒剤（工業用を除く）
【16】衛生手ふき
【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

05

【05】除菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く。），消臭剤（工業用・身体用及び動物用消
臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。），その他の薬剤

05

【05】除菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く。），消臭剤（工業用及び身体用のものを除
く。），その他の薬剤

2012/7/30 2012-065543 株式会社クオレプランニング

2012/7/30 2012-065544 株式会社東北パワージェクト

※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/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

商標

123

アレック

124

ＡＲＥＫ

125

クジラ気分

種別
通常:
標準
通常:
標準

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/8/1

2012-065791 丸和バイオケミカル株式会社

2012/8/1

2012-065792 丸和バイオケミカル株式会社

区分
【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤，サプリメント

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント，食餌療法用食品

05,30,32

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【30】菓子，大麦を主原料とする穀物の加工品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【05】サプリメント，カプセル，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，薬剤，ばんそうこう，衛生マス
ク
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース

2012/7/31 2012-065856 株式会社エモテント

126

ＰＥＡＲＬ ＰＬＡＣＥＮＴＡ＼パー
通常
ルプラセンタ

2012/8/1

2012-066052 アース・バイオケミカル株式会社

127

スリム習慣

通常:
標準

2012/8/1

2012-066053 アース・バイオケミカル株式会社

05,32
128

129

130

ＡＴＨＬＥＴＵＮＥ＼アスリチュー
ン

ＥＮＥＲＧＡＩＮ＼エナゲイン

通常

通常

ＳＰＥＥＤＣＵＲＥ＼スピードキュ
通常
ア

指定商品・役務

05

2012/8/2

2012/8/2

2012/8/2

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

2012-066213 株式会社隼

05,32

【05】サプリメント，カプセル，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，薬剤，ばんそうこう，衛生マス
ク
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース

05,32

【05】サプリメント，カプセル，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，薬剤，ばんそうこう，衛生マス
ク
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース

2012-066214 株式会社隼

2012-066215 株式会社隼

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

25／34

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.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

131

ボックスストア

通常:
標準

2012/8/2

2012-066218 株式会社ブレーン・ストーミング社

35

132

塩分もカロリーも抑えてヘル
シー

通常:
標準

2012/8/2

2012-066219 株式会社ブレーン・ストーミング社

133

雨の日クーポン

通常:
標準

2012/8/2

2012-066220 株式会社ブレーン・ストーミング社

35,41
05

134

グリーンリッチ＼ＧＲＥＥＮ ＲＩＣ
通常
Ｈ

2012/8/3

アスリート家族

通常

2012/8/3

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

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。）

2012-066467 日本薬品開発株式会社

35
135

指定商品・役務
【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，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，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，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，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，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，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
【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，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，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，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，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，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，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
【35】薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供
【41】映画機械器具の貸与 映写フィルムの貸与
【05】薬剤，サプリメント，乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲

2012-066471 株式会社エモテント

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，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，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

136

137

138

139

商標（見本）

商標

種別

ＮＩＶＥＡ＼ＭＥＮ

マド
プロ:
通常

ｅｓｓｉｅ ｍａｎ‐ｅ－ｃｕｒｅ

マド
プロ:
通常:
標準

ｅｓｓｉｅ ｓｈｉｎｅ‐ｅ

マド
プロ:
通常:
標準

ＳＥＰＰＩＣ

マド
プロ:
通常:
標準

ＶＥＶＯ－ＤＴＯＸ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/8/3

2012/8/1

2012/8/1

2012/8/1

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, deodorants and antiperspirants for
personal use; preparations for the cleansing, care and embellishment of the hair.
【03】せっけん，香料、薫料及び香水類，精油，化粧品，身体用の防臭用化粧品及び制汗
用化粧品，頭髪の洗浄用・手入れ用及び美容用の化粧品

03

【03】Nail care preparations.
【03】つめ磨き用化粧品

03

【03】Nail care preparations.
【03】つめ磨き用化粧品

01,03

【01】Chemicals for use in industry and science, raw materials for producing cosmetics
and pharmaceutical preparations.
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【01】工業用及び科学用の化学品，化粧品及び薬剤の製造用の原材料
【03】漂白剤その他の洗濯に用いる物質，清浄剤，つや出し剤，油脂除去剤及び研磨剤，
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
【05】Nutritional supplements for animals.
【31】Animal foodstuffs.
【05】動物用栄養補助食品
【31】飼料

2012-357616 Ｂｅｉｅｒｓｄｏｒｆ ＡＧ

2012-357783 Ｌ’ＯＲＥＡＬ

2012-357784 Ｌ’ＯＲＥＡＬ

Ｓｏｃｉeｔe ｄ’Ｅｘｐｌｏｉｔａｔｉｏｎ ｄｅ Ｐｒｏ
2012-357793 ｄｕｉｔｓ ｐｏｕｒ ｌｅｓ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｃｈｉ
ｍｉｑｕｅｓ ＳＥＰＰＩＣ
05,31

140

2012/8/1

2012-357864 ＤＳＭ ＩＰ Ａｓｓｅｔｓ Ｂ．Ｖ．

05

141

ＶＩＮＩＴＲＯＸ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＲＯＳＴＡＰＨＡＮＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/2

2012-357869 ＮＥＸＩＲＡ

05
142

2012/8/3

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

指定商品・役務

03

2012-357913 ＴＲＩＢＡＬＬＡＴ ＮＯＹＡＬ

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

【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use; dietary supplements for humans and animals; dietetic
substances for medical use; nutritional supplements for medical purposes; chemical
preparations for medical or pharmaceutical use; medicinal herbs; nutritional supplements
for sports nutrition; prepared dietetic products and food supplements for human
consumption, not for medical use, made with fish, algae, meat, poultry, game, fruit,
vegetables, eggs, milk or jellies, in liquid, solid or powder form.
【05】薬剤及び獣医科用剤，医療用又は獣医科用の食餌療法用食品及び物質，人用栄養
補助食品・動物用の栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），食餌療法用食
品・飲料・薬剤，医療用栄養補助食品，医療用又は薬用の化学薬剤，薬草，スポーツ用栄
養補給用の栄養補助食品，魚・藻・食肉・家禽肉・食用鳥獣肉・果実・野菜・玉子・牛乳又
はゼリーからなる液状・固形状又は粉末状の調製済み食餌療法用食品及び栄養補助食
【05】Pharmaceutical and veterinary preparations for use against prostate cancer; dietetic
substances for medical use helping in the fight against prostate cancer; nutritional
supplements for medical use helping in the fight against prostate cancer.
【05】前立腺がんに対して使用するための薬剤及び獣医科用剤，前立腺がんとの闘いを
助けるための医療用の診断用物質，前立腺がんとの闘いを助けるための医療用の栄養
補助食品
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

143

144

145

商標（見本）

商標

種別

ＦＲＩＺＺＤＯＭ

マド
プロ:
通常:
標準

ＥＪＥＴＳＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＭＡＣＤＥＲＭＯＬ

マド
プロ:
通常

出願日

出願番号

2012/7/31 2012-357956

出願人／権利者

区分

【03】Hair care products, hair treatments, bleaches, dyes, conditioners, hair dyeing
products, shampoos.
【03】ヘアケア製品，ヘアートリートメント，漂白剤，染毛剤，コンディショナー，染毛製品，
シャンプー

05

【05】Pharmaceutical preparations, namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical
preparations that modulate the immune system; pharmaceutical preparations for the
treatment of certain blood diseases and cancers and printed dosage instructional
manuals sold together as a unit.
【05】薬剤、すなわちサイトカイン抑制剤，免疫システムを調整する薬剤，特定の血液疾患
及びガンの治療用の薬剤並びにユニットとして共に販売される印刷された投薬量に関す
る指導用のハンドブック

03,05,10

【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soap; perfumes, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; depilatory preparations; make-up removing preparations; lipstick;
beauty masks; shaving preparations; preservatives for leather (polishes); creams for
leather.
【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants;
pesticides; fungicides, herbicides; medicated bath preparations; bandages, sanitary
knickers or napkins; chemical preparations for medical or pharmaceutical use; medicinal
herbs; herbal teas; parasiticides; sugar for medical purposes; alloys of precious metals for
dental purposes.
【01】Chemical or biological products for the sciences, especially for detecting, identifying,
quantifying and genotyping microbial agents, in particular viruses, bacteria, parasites,
molds.
【05】Diagnostic products for medical or veterinary use, biological or chemical
preparations for pharmaceutical or veterinary use.
【09】Apparatus and instruments for detecting, identifying, quantifying and genotyping
microbial agents, in particular viruses, bacteria, parasites, molds, especially in the fields
of agro-food, the environment and public health, especially with regard to animal health,
hygiene and safety.
【42】Biological and bacteriological analysis, scientific expertise, scientific auditng,
scientific research and scientific consulting services, particularly relating to microbial
agents and virology intended for the agro-food, environmental and public health fields,
【01】Industrial chemicals; industrial chemicals for de-chroming, for alkaline pre-copper
plating, for copper plating, for chromium plating, for silvering, for nickel plating.
【03】Degreasers; degreasing preparations.
【42】Research and development of chemical processes for de-chroming, for alkaline precopper plating, for copper plating, for chromium plating, for silvering, for nickel plating.
【01】工業用化学品，クロムめっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・
銅のめっき用・クロムめっき用・銀めっき用・ニッケルめっき用の工業用化学品
【03】脱脂剤，脱脂剤
【42】クロムめっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・銅のめっき用・
クロムめっき用・銀めっき用・ニッケルめっき用の工業用の化学工程の研究及び開発

ＴＨＥ ＣＯＬＯＭＥＲ ＧＲＯＵＰ ＳＰＡ
ＩＮ， Ｓ．Ｌ．

2012/7/31 2012-358034 Ｃｅｌｇｅｎｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012/8/2

2012-358345 ＢＡＩ ＳＥＢＡＳＴＩＥＮ

01,05,09,42

146

§ｃｅｅｒａｍＴＯＯＬＳ

マド
プロ:
通常

ＣＥＮＴＲＥ ＥＵＲＯＰＥＥＮ Ｄ’ＥＸＰ
ＥＲＴＩＳＥ ＥＴ ＤＥ ＲＥＣＨＥＲＣＨＥ
2012/7/30 2012-358508 ＳＵＲ ＬＥＳ ＡＧＥＮＴＳ ＭＩＣＲＯＢＩ
ＥＮＳ， ＥＴ ＰＡＲ ＡＢＲＥＶＩＡＴＩＯ
Ｎ ＣＥＥＲＡＭ

01,03,42

147

ＨｅｌｉｏＣｌｅａｎ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

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

2012-358699

指定商品・役務

03

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.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
03,32,33,34

148

マド
ｆ・∞ｆ・∞Ｉ ＬＯＶＥ ＦＡＳＨＩＯＮ
プロ:
∞ＦＡＳＨＩＯＮ
通常

2012/7/30 2012-358700 ＦＡＳＨＩＯＮＴＶ．ＣＯＭ ＧｍｂＨ

33,35
マド
プロ:
通常

149

2012/8/2

2012-358946 Ｅｍｐｓｏｎ ＆ Ｃｏ． Ｓ．ｐ．Ａ．

33,35

150

ＮＥＩＬ ＥＭＰＳＯＮ

マド
プロ:
通常:
標準

ＥＳＳＩＥＳＰＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/2

2012-358947 Ｅｍｐｓｏｎ ＆ Ｃｏ． Ｓ．ｐ．Ａ．

03
151

2012/8/1

2012-358956 Ｌ’ＯＲＥＡＬ

05,42,44

152

マド
ｓｏｔｉｏ ｃｏｎｎｅｃｔｉｎｇ ｐａｔｉｅｎｔｓ
プロ:
ａｎｄ ｓｃｉｅｎｃｅ
通常

2012/7/31 2012-358959 ＳＯＴＩＯ ａ．ｓ．

※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】Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; perfumes.
【32】Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; multivitamin juices; nonalcoholic energy drinks and isotonic drinks, non-alcoholic refreshing drinks.
【33】Alcoholic beverages (except beers).
【34】Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; tobacco
substitutes, none being for medicinal or curative purposes; cigarettes; cigarillos; cigars;
hand-held machines for making cigarettes; hand-held machines for rolling cigarettes;
cigarette tubes; cigarette filters; cigarette papers; matches and smokers' articles;
lighters.
【03】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，香水
【32】ビール，ミネラルウォーター・炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料，果
実飲料及び果汁，シロップその他の飲料製造用調製品，マルチビタミンジュース，アル
コール分を含まないエネルギー飲料及びアイソトニック飲料，アルコール分を含まない清
涼飲料
【33】アルコール飲料（ビールを除く。）
【34】たばこ（加工済みであるか又は未加工であるかは問わない。），たばこ製品，たばこ
【33】Alcoholic beverages (except beers).
【35】The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods;
import-export of a variety of goods; advertising; business management; business
administration; office functions (services on behalf of third parties).
【33】アルコール飲料（ビールを除く。）
【35】他人の便宜のために各種商品を揃え（その運搬を除く）、顧客がそれらの商品を見、
かつ、購入するために便宜を図ること，さまざまな商品の輸入・輸出に関する役務の提
供，広告，事業の管理，事業の運営，一般事務処理（第三者のための役務の提供）
【33】Alcoholic beverages (except beers).
【35】The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods;
import-export of a variety of goods; advertising; business management; business
administration; office functions (services on behalf of third parties).
【33】アルコール飲料（ビールを除く。）
【35】他人の便宜のために各種商品を揃え（その運搬を除く）、顧客がそれらの商品を見、
かつ、購入するために便宜を図ること，さまざまな商品の輸入・輸出に関する役務の提
供，広告，事業の管理，事業の運営，一般事務処理（第三者のための役務の提供）
【03】Gels, salts for the bath and the shower not for medical purpose; cosmetics namely
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the body and the hands; make-up
and beauty care preparations; essential oils for personal use.
【03】ジェル状化粧品，バスソルト及びシャワーソルト（医療用のものを除く。），化粧品（す
なわち顔用・身体用及び手用のクリーム・乳液・ローション・ジェル及びパウダー），メイク
アップ用化粧品及び美容用の化粧品，身体用精油

【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
purposes; diabetic preparations for medical use, foods for toddlers; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
【42】Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design and development of computer hardware
and software.
【44】Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or
animals; agriculture, horticulture and forestry services.
【05】薬剤（医薬用のもの）及び獣医科用剤，医療用の衛生剤，医療用の糖尿病用剤，乳
幼児用食品，膏薬，包帯類，歯科用充てん材料，歯科用ワックス，消毒剤，有害動物駆除
剤，殺菌剤，除草剤
【42】科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計，工業上の分析及
び調査，コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,42,44

153

ＡＣＩ‐ＭＡＰ

マド
プロ:
通常:
標準

ＪＥＮＤＵＰＡＬ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/31 2012-358960 ＳＯＴＩＯ ａ．ｓ．

05
154

155

156

157

ＶＡＤＲＹＶＡ

ＡＭＥＬＹＤＩＳ

ＳＯＭＡＭＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/1

2012/8/3

2012/8/3

2012-359061

Ｂｏｅｈｒｉｎｇｅｒ Ｉｎｇｅｌｈｅｉｍ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ ＧｍｂＨ

05

【05】Pharmaceutical preparations for the treatment of vulvovaginal atrophy.
【05】外陰膣萎縮治療用薬剤

05

【05】Pharmaceutical preparations for the treatment of vulvovaginal atrophy.
【05】外陰膣萎縮治療用薬剤

01,05

【01】Reagents, aptamers, and assays for non-medical purposes.
【05】Reagents, aptamers, and assays for medical and veterinary purposes;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of infectious diseases,
blood disorders, pain, inflammation, sepsis, alopecia, obesity and cognitive disorders;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of viral, metabolic,
endocrine, musculoskeletal, cardiovascular, cardiopulmonary, genitourinary, sexual
dysfunction, oncological, hepatological, ophthalmic, respiratory, neurological,
gastrointestinal, hormonal, dermatological, psychiatric and immune system related
diseases and disorders; pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
damaged skin and tissue; and for vaccines.
【01】試薬，アプタマー，研究用試料（医療用のものを除く。）
【05】試薬，アプタマー，医療用及び獣医科用の分析用試料，感染症・血液疾患・疼痛
（・？）炎症・敗血症・脱毛症・肥満症及び認知症の治療用の薬剤及び薬用物質，ウイルス
性・代謝系・内分泌系・筋骨格系・心臓血管系・心肺機能系・泌尿生殖器・性的機能障害・
腫瘍・肝臓病・眼に関する・呼吸器系・神経系・消化器系・ホルモン・皮膚・精神科及び免
疫系に関連する疾患及び疾病の治療用の薬剤及び薬用物質，損傷を受けた皮膚及び組
【03】Hair gel and hair mousse; hair lotions; hair mousse; hair mousses; hair nourishers;
hair styling preparations.
【03】ヘアージェル及びヘアムース，ヘアーローション，ヘアームース，ヘアムース，育毛
剤，整髪剤

2012-359173 Ｂａｙｅｒ Ａｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

2012-359174 Ｂａｙｅｒ Ａｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

2012/7/30 2012-359191 ＳｏｍａＬｏｇｉｃ， Ｉｎｃ．

03
158

マド
ｙａｒｏｋ＼Ｆｏｏｄ ｆｏｒ ｙｏｕｒ Ｈｅａ
プロ:
ｄ．Ｇｏｏｄ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ．
通常

2012/8/1

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

指定商品・役務
【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
purposes; diabetic preparations for medical use, foods for toddlers; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
【42】Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design and development of computer hardware
and software.
【44】Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or
animals; agriculture, horticulture and forestry services.
【05】薬剤（医薬用のもの）及び獣医科用剤，医療用の衛生剤，医療用の糖尿病用剤，乳
幼児用食品，膏薬，包帯類，歯科用充てん材料，歯科用ワックス，消毒剤，有害動物駆除
剤，殺菌剤，除草剤
【42】科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計，工業上の分析及
び調査，コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発
【05】Pharmaceutical preparations.
【05】薬剤（医薬用のもの）

2012-359192 Ｙａｒｏｋ ＬＬＣ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.07.29～2012.08.04.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

マド
プロ:
通常

159

2012/7/30 2012-359267 ａｒｔＦｉｄｏ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

05,42,44

160

§ＳＯ

マド
プロ:
通常

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/31 2012-359309 ＳＯＴＩＯ ａ．ｓ．

05,31
161

2012/8/2

2012-359530 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ， Ｉｎｃ．

01,03,42

162

ＨｅｌｉｏＣｈｒｏｍｅ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＪＡＤＵＯ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-359663

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

05
163

2012/8/1

※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。

2012-359670

Ｂｏｅｈｒｉｎｇｅｒ Ｉｎｇｅｌｈｅｉｍ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ ＧｍｂＨ

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

指定商品・役務
【35】Auctioneering; advertising; business management; business administration; office
functions; provision of space on websites for advertising goods and services; business
advisory services, promotional services and information services; direct mail advertising;
marketing services; business advisory and information services provided online from a
computer database or the Internet; retail services; providing online marketplaces for
buyers and sellers of goods and services; providing online marketplaces for buyers and
sellers to browse, buy and sell goods and services; providing evaluative feedback and
ratings of a seller's goods and services, buyer's and seller's performance, and overall
experience in connection with their interactions with each other; providing a searchable
online advertising guide featuring the goods and services of online vendors; providing a
searchable online evaluation database for buyers and sellers; promoting the goods and
services of others.
【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
purposes; diabetic preparations for medical use, foods for toddlers; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
【42】Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design and development of computer hardware
and software.
【44】Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or
animals; agriculture, horticulture and forestry services.
【05】薬剤（医薬用のもの）及び獣医科用剤，医療用の衛生剤，医療用の糖尿病剤，幼児
用食品，膏薬，包帯類，歯科用充てん材料，歯科用ワックス，消毒剤，有害動物駆除剤，
殺菌剤，除草剤
【42】科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計，工業上の分析及
【05】Nutritional and feed supplements for livestock.
【31】Feed for livestock.
【05】家畜用の栄養補助食品及び飼料用栄養補助食品
【31】家畜用飼料

【01】Industrial chemicals; industrial chemicals for treatment of surfaces of gravure
cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline pre-copper plating, for
decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for zinc plating, for
dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【03】Degreasers; degreasing preparations, particularly for gravure cylinders.
【42】Research and development of chemical processes for de-chroming, for treatment of
surfaces of gravure cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline precopper plating, for decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for
zinc plating, for dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【01】工業用化学品，グラビアシリンダーの表面の処理用（すなわちクロム処理用・クロム
めっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・除銅用・銅のめっき用・銀
めっき用・ニッケルめっき用・亜鉛めっき用・グレイブ銅層の溶解用・アルミニウム円筒の
めっき用）の工業用化学品
【03】脱脂剤，脱脂剤、特にグラビアシリンダー用のもの
【42】グラビアシリンダーのクロムめっきをはがすため用・表面の処理用（すなわちクロム処
理用・クロムめっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・除銅用・銅の
【05】Pharmaceutical preparations.
【05】薬剤（医薬用のもの）
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,03,42

164

ＨｅｌｉｏＤｅＣｈｒｏｍｅ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-359734

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

01,03,42

165

ＨｅｌｉｏＳｅｌｅｃｔ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-359735

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

01,03,42

166

ＨｅｌｉｏＣｏａｔ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-359736

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

01,03,42

167

ＨｅｌｉｏＰｒｅＣｏｐｐｅｒ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

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

2012-359737

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

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

指定商品・役務
【01】Industrial chemicals; industrial chemicals for treatment of surfaces of gravure
cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline pre-copper plating, for
decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for zinc plating, for
dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【03】Degreasers; degreasing preparations, particularly for gravure cylinders.
【42】Research and development of chemical processes for de-chroming, for treatment of
surfaces of gravure cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline precopper plating, for decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for
zinc plating, for dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【01】工業用化学品，グラビアシリンダーの表面の処理用（すなわちクロム処理用・クロム
めっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・除銅用・銅のめっき用・銀
めっき用・ニッケルめっき用・亜鉛めっき用・グレイブ銅層の溶解用・アルミニウム円筒の
めっき用）の工業用化学品
【03】脱脂剤，脱脂剤、特にグラビアシリンダー用のもの
【42】グラビアシリンダーのクロムめっきをはがすため用・表面の処理用（すなわちクロム処
理用・クロムめっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・除銅用・銅の
【01】Industrial chemicals; industrial chemicals de-chroming, for alkaline pre-copper
plating, for copper plating, for chromium plating, for silvering, for nickel plating.
【03】Degreasers; degreasing preparations.
【42】Research and development of chemical processes for de-chroming, for alkaline precopper plating, for copper plating, for chromium plating, for silvering, for nickel plating.
【01】工業用化学品，クロムめっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前処理用・銅の
めっき用・銀メッキ用・ニッケルメッキ用の工業用化学品
【03】脱脂剤，脱脂剤
【42】クロムめっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前処理用・銅のめっき用・銀メッ
キ用・ニッケルメッキ用の化学工程の研究及び開発
【01】Industrial chemicals; industrial chemicals for treatment of surfaces of gravure
cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline pre-copper plating, for
decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for zinc plating, for
dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【03】Degreasers; degreasing preparations, particularly for gravure cylinders.
【42】Research and development of chemical processes for de-chroming, for treatment of
surfaces of gravure cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline precopper plating, for decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for
zinc plating, for dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【01】工業用化学品，グラビアシリンダーの表面の処理用（すなわちクロム処理用・クロム
めっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・除銅用・銅のめっき用・銀
めっき用・ニッケルめっき用・亜鉛めっき用・グレイブ銅層の溶解用・アルミニウム円筒の
めっき用）の工業用化学品
【03】脱脂剤，脱脂剤、特にグラビアシリンダー用のもの
【42】グラビアシリンダーのクロムめっきをはがすため用・表面の処理用（すなわちクロム処
理用・クロムめっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・除銅用・銅の
【01】Industrial chemicals; industrial chemicals for treatment of surfaces of gravure
cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline pre-copper plating, for
decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for zinc plating, for
dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【03】Degreasers; degreasing preparations, particularly for gravure cylinders.
【42】Research and development of chemical processes for de-chroming, for treatment of
surfaces of gravure cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline precopper plating, for decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for
zinc plating, for dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【01】工業用化学品，グラビアシリンダーの表面の処理用（すなわちクロム処理用・クロム
めっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・除銅用・銅のめっき用・銀
めっき用・ニッケルめっき用・亜鉛めっき用・グレイブ銅層の溶解用・アルミニウム円筒の
めっき用）の工業用化学品
【03】脱脂剤，脱脂剤、特にグラビアシリンダー用のもの
【42】グラビアシリンダーのクロムめっきをはがすため用・表面の処理用（すなわちクロム処
理用・クロムめっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・除銅用・銅の
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,03,42

168

ＨｅｌｉｏＣｏｐｐｅｒ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-359738

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

01,05,30

169

ＰＥＲＩＺＹＭＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/30 2012-359960

Ｅｎｚｙｍａｔｉｃａ ＡＢ， Ｌｉｍｉｔｅｄ ｌｉａｂｉｌ
ｉｔｙ ｃｏｍｐａｎｙ

03

170

ＯＵＲ ＳＥＣＲＥＴ ＩＳ ＹＯＵ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/2

2012-360393 ＳｋｉｎＭｅｄｉｃａ， Ｉｎｃ．

03

171

マド
ＡＳ ＰＲＥＳＣＲＩＢＥＤ ＢＹ ＹＯ プロ:
通常:
ＵＲ ＳＫＩＮ
標準

2012/8/2

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

2012-360394 ＳｋｉｎＭｅｄｉｃａ， Ｉｎｃ．

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

指定商品・役務
【01】Industrial chemicals; industrial chemicals for treatment of surfaces of gravure
cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline pre-copper plating, for
decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for zinc plating, for
dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【03】Degreasers; degreasing preparations, particularly for gravure cylinders.
【42】Research and development of chemical processes for de-chroming, for treatment of
surfaces of gravure cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline precopper plating, for decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for
zinc plating, for dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【01】工業用化学品，グラビアシリンダーの表面の処理用（すなわちクロム処理用・クロム
めっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・除銅用・銅のめっき用・銀
めっき用・ニッケルめっき用・亜鉛めっき用・グレイブ銅層の溶解用・アルミニウム円筒の
めっき用）の工業用化学品
【03】脱脂剤，脱脂剤，脱脂剤、特にグラビアシリンダー用のもの
【42】グラビアシリンダーのクロムめっきをはがすため用・表面の処理用（すなわちクロム処
【01】Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
chemical preparations for use in the manufacture of pharmaceutical preparations and for
use in manufacturing processes; chemical substances for use in the biotechnological and
biochemical industry.
【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical
purposes, food for babies; plasters, materials for dressings; dental fillers; moulding wax for
dentists; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides;
enzymes for human consumption for medical purposes; chewing gum for medical
purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes.
【03】Body and facial beauty care and skin-preparations, namely, facial cleansers;
moisturizing creams and lotions; skin tone, texture and firming creams and lotions; after
sun creams; sun damage repair creams; age-retardant creams; age spot reducing creams;
sunscreens; exfoliant creams; chemical skin peeling solutions; skin firming creams,
hydrating creams and skin toners; body and facial mists and sprays; eye creams and
serums; and beauty masks.
【03】身体及び顔の美容用及び肌用の用剤、すなわち洗顔クレンザー，保湿用クリーム及
びローション，皮膚の色調用・質感用及び引き締め用のクリーム及びローション，日焼け後
用のクリーム，日焼けによるダメージ修復用クリーム，老化を遅らせるクリーム，老化部分
を少なくするためのクリーム，日焼け止め用品，表皮剥脱用クリーム，化学的な皮膚の
ピーリング用溶剤，肌の引き締め用クリーム，保湿クリーム及び肌用収れん（ひきしめ）化
【03】Body and facial beauty care and skin-preparations, namely, facial cleansers;
moisturizing creams and lotions; skin tone, texture and firming creams and lotions; after
sun creams; sun damage repair creams; age-retardant creams; age spot reducing creams;
sunscreens; exfoliant creams; chemical skin peeling solutions; skin firming creams,
hydrating creams and skin toners; body and facial mists and sprays; eye creams and
serums; and beauty masks.
【03】身体及び顔の美容用及び肌用の用剤、すなわち洗顔クレンザー，保湿用クリーム及
びローション，皮膚の色調用・質感用及び引き締め用のクリーム及びローション，日焼け後
用のクリーム，日焼けによるダメージ修復用クリーム，老化を遅らせるクリーム，老化部分
を少なくするためのクリーム，日焼け止め用品，表皮剥脱用クリーム，化学的な皮膚の
ピーリング用溶剤，肌の引き締め用クリーム，保湿クリーム及び肌用収れん（ひきしめ）化
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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

172

ＫＡＴＥ’Ｓ ＷＯＲＬＤ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/1

2012-360395 Ａｖｏｎ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ， Ｉｎｃ．

01,03,42

173

ＨｅｌｉｏＣｕＭａｘ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-360450

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

16,35,42

174

ＩＮＴＥＲＳＴＯＲＥ ＤＥＳＩＧＮ

マド
プロ:
通常

2012/8/1

2012-360452 ＩＮＴＥＲＳＴＯＲＥ ＩＴＡＬＩＡ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

01,03,42

175

ＨｅｌｉｏＺｉｎｋ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

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

2012-360551

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

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

指定商品・役務
【03】Non-medicated toilet preparations; cosmetic preparations for skin care; body and
beauty care preparations; powders, creams and lotions, all for the face, hands and body
not for medical purposes; nail polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and
bath cosmetic preparations; preparations for cleaning, moisturising, colouring and styling
the hair; preparations for cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations;
perfumes, toilet waters, eau-de-Cologne; deodorants and anti-perspirants for personal
use; essential oils (cosmetic); all the aforesaid being alone, in combination and/or in gift
sets comprised of some or all of these items.
【03】医療用でない化粧品，皮膚の手入れ用化粧品，身体用及び美容用化粧品，パウ
ダー・クリーム及びローション（全て顔用・手用及び身体用のもの）（医療用のものを除
く。），ネイルエナメル，ネイルエナメル除去液，化粧品，せっけん，シャワー用及び浴用の
化粧品，毛髪の清浄用・湿潤用・着色用及びスタイリング用の用剤，歯の清浄用剤，ひげ
そり用及びひげそり後用の用剤，香水，化粧水，オーデコロン，身体の防臭用及び制汗用
化粧品，精油（化粧品），上記の全ての商品は単独か、いくつか又は全てからの組み合わ
【01】Industrial chemicals; industrial chemicals for de-chroming, for alkaline pre-copper
plating, for copper plating, for chromium plating, for silvering, for nickel plating.
【03】Degreasing preparations.
【42】Research and development of chemical processes for de-chroming, for alkaline precopper plating, for copper plating, for chromium plating, for silvering, for nickel plating.
【01】工業用化学品，クロムめっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・
銅めっき用・クロムめっき用・銀めっき用・ニッケルめっき用の工業用化学品
【03】脱脂剤
【42】クロムめっきをはがすため用・アルカリ性銅めっきの前に行うため用・銅めっき用・ク
ロムめっき用・銀めっき用・ニッケルめっき用の化学工程の研究及び開発
【16】Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing
blocks.
【35】Advertising; business management; business administration; office functions.
【42】Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design and development of computer hardware
and software.
【16】紙，厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの，印刷物，製本
用材料，写真，文房具，文房具としての又は家庭用の接着剤，美術用材料（文房具），絵
筆及び塗装用ブラシ，タイプライター及び事務用品（家具を除く。），教材（器具を除く。），
プラスチック製包装用品（他の類に属するものを除く。），活字，印刷用ブロック
【35】広告，事業の管理，事業の運営，事務処理
【01】Industrial chemicals; industrial chemicals for treatment of surfaces of gravure
cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline pre-copper plating, for
decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for zinc plating, for
dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【03】Degreasing preparations, particularly for gravure cylinders.
【42】Research and development of chemical processes for de-chroming, for treatment of
surfaces of gravure cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline precopper plating, for decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for
zinc plating, for dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【01】工業用化学品，グラビア印刷シリンダーの表面処理用の工業用化学品、すなわちク
ロムめっき用・クロムはがし用・事前に行うアルカリ性銅めっき用・銅めっきはがし用・銅
めっき用・銀めっき用・ニッケルめっき用・亜鉛めっき用・刻み付けた銅の層の溶解用・アル
ミニウムシリンダーのめっき用のもの
【03】脱脂剤、特にグラビア印刷シリンダー用のもの
【42】クロムめっき剥し用のグラビア印刷シリンダーの表面処理用の化学的工程の研究及
び開発、すなわちクロムめっき・クロムはがし・事前に行うアルカリ性銅めっき・銅めっきは
がし・銅めっき・銀めっき・ニッケルめっき・亜鉛めっき・刻み付けた銅の層の溶解・アルミニ
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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
01,03,42

176

ＨｅｌｉｏＰｒｅＣｏａｔ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-360552

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

07,09,35,42

177

§ＵＲ

マド
プロ:
通常

2012/7/31 2012-360631 Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｒｏｂｏｔｓ Ａ／Ｓ

※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
【01】Industrial chemicals; industrial chemicals for treatmentgf surfaces of gravure
cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline pre-copper plating, for
decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for zinc plating, for
dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【03】Degreasing preparations, particularly for gravure cylinders.
【42】Research and development of chemical processes for de-chroming, for treatment of
surfaces of gravure cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline precopper plating, for decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for
zinc plating, for dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders.
【01】工業用化学品，グラビア印刷シリンダーの表面処理用の工業用化学品、すなわちク
ロムめっき用・クロムはがし用・事前に行うアルカリ性銅めっき用・銅めっきはがし用・銅
めっき用・銀めっき用・ニッケルめっき用・亜鉛めっき用・刻み付けた銅の層の溶解用・アル
ミニウムシリンダーのめっき用のもの
【03】脱脂剤、特にグラビア印刷シリンダー用のもの
【42】クロムめっき剥し用のグラビア印刷シリンダーの表面処理用の化学的工程の研究及
び開発、すなわちクロムめっき・クロムはがし・事前に行うアルカリ性銅めっき・銅めっきは
がし・銅めっき・銀めっき・ニッケルめっき・亜鉛めっき・刻み付けた銅の層の溶解・アルミニ
【07】Machines and machine tools; robots and automation equipment (included in this
class) for the mentioned products.
【09】Computers and automation equipment for computers (included in this class);
software.
【35】Marketing and retailing of machines and machine tools, robots and automation
equipment for machines and machine tools, robots, computers and automation equipment
for computers, software.
【42】Research, design and development of computer hardware, computer software and
automation equipment.
【07】機械及び工作機械，前述の製品用のロボット及び自動装置（本類に属するもの）
【09】コンピュータ及びコンピュータ用自動装置（本類に属するもの），ソフトウエア
【35】機械及び工作機械・機械用及び工作機械用のロボット及び自動装置・ロボット・コン
ピュータ及びコンピュータ用自動装置・ソフトウエアのマーケティング及び小売の業務にお
いて行なわれる顧客に対する便益の提供
【42】コンピュータのハードウエア・コンピュータソフトウエア及びオートメーション装置の調

