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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

商標

種別

カクテルビジュー＼ｃｏｃｋｔａｉｌ ｂｉ
通常
ｊｏｕ

図形商標

からだ上々

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】化粧品，せっけん類，香料，つけづめ，つけまつ毛，化粧用コットン

03

【03】化粧品，せっけん類，香料，つけづめ，つけまつ毛，化粧用コットン

35

【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，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，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，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において
【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，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，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，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，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，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において

2012/7/30 2012-061309 株式会社ナリス化粧品

2012/7/30 2012-061310 株式会社ナリス化粧品

2012/7/30 2012-061334 株式会社テレビショッピング研究所

35

4

日々上々

通常:
標準

指定商品・役務

03

2012/7/30 2012-061335 株式会社テレビショッピング研究所

※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.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

5

くらし上々

通常:
標準

2012/7/30 2012-061336 株式会社テレビショッピング研究所

03
6

ＦＡＳＣＩＮＯ＼ファシーノ

通常

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，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，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，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，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，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において
【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

2012/7/30 2012-061394 コスメテックスローランド株式会社

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

7

§Ｇ

通常

2012/7/30 2012-061408 株式会社読売新聞東京本社

※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/

【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
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

8

§ＳＥＲＵＭ７＼ＲＥＮＥＷ

通常

2012/7/30 2012-061422

ザ ブーツ カンパニー ピーエル
シー

09,16,35,36,39,41,4
2,43,44,45

9

ハピプラ

通常:
標準

2012/7/30 2012-061434 株式会社集英社

35
10

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/

指定商品・役務
【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。），
【09】携帯電話機用ストラップ，その他の電気通信機械器具，マウスパッド，電子応用機械
器具（「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベー
タートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応
用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微
鏡」を除く。），電子管，半導体素子，電子回路（「電子計算機用プログラムを記憶させた電
子回路」を除く。），電子計算機用プログラム，眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，
携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコー
ド，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，インターネッ
トを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及
びビデオテープ，電子出版物
【16】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブル
ナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【35】ウエブサイト上における広告スペースの提供，インターネットによる広告，その他の広
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，出版物の販売に関する
情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，インター
ネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオークションの運
営，その他の競売の運営及びこれらに関する情報の提供，インターネット又は移動体電話
による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信販売の注文・受付・発注に関する事
務処理代行，クレジットカード利用申込受付事務の代行，クレジットカードの紛失・盗難通
知事務の代行・媒介又は取次ぎ並びにこれらに関する情報の提供，織物及び寝具類の小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，洋服・コート・セーター類・ワイシャ
ツ類・アイマスク・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・バンド及びベルトの小売の業
【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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今週の出願（類似群限定：04C01）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

09,16,35,36,39,41,4 【09】携帯電話機用ストラップ，その他の電気通信機械器具，マウスパッド，電子応用機械
器具（「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベー
2,43,44,45

11

ＨＡＰＰＹ ＰＬＵＳ

通常:
標準

2012/7/30 2012-061440 株式会社集英社

03
12

オーガニックハーブ美髪ケア

通常

2012/7/30 2012-061445 クラシエホームプロダクツ株式会社

35

13

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

タートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応
用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微
鏡」を除く。），電子管，半導体素子，電子回路（「電子計算機用プログラムを記憶させた電
子回路」を除く。），電子計算機用プログラム，眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，
携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコー
ド，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，インターネッ
トを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及
びビデオテープ，電子出版物
【16】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブル
ナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【35】ウエブサイト上における広告スペースの提供，インターネットによる広告，その他の広
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，出版物の販売に関する
情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，インター
ネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオークションの運
営，その他の競売の運営及びこれらに関する情報の提供，織物及び寝具類の小売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，洋服・コート・セーター類・ワイシャツ類・ア
イマスク・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・バンド及びベルトの小売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供 身の回り品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

2012/7/30 2012-061448 株式会社サンリオ

※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。
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【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
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

14

商標（見本）

商標

§ＳＫ‐２∞ＳＫ‐２∞ＳＫ‐２

種別

通常:
立体

15

ＴＨＥ・ＡＲＴ Ｔｈｅ ｂｅｓｔ ｏｆ ｓｙ
ｓｔｅｍｔｒｅｅｔｍｅｎｔ ｆｏｒ ｐｒｏｆｅｓｓ 通常
ｉｏｎａｌ ｕｓｅ．

16

天使の煌

17

美骨気

通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

2012/7/30 2012-061450

出願人／権利者

区分

【03】肌の洗浄・手入れ・美白用スキンケア用化粧水

03

【03】ヘアートリートメント

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03,41,44

【03】化粧品，せっけん類，香料，薫料
【41】エステティック美容・整体・マッサージに関する知識及び技術の教授，ダイエット・健
康・リフレクソロジーに関する知識の教授，美容・化粧品に関する知識の教授，健康・美
容・エステティック・化粧法・化粧品に関するセミナーの企画・運営・開催，エステティック美
容・整体・マッサージに関する技術の指導，エステティック美容・整体・マッサージに関する
書籍の制作
【44】エステティック美容，整体の施術・マッサージ，エステティック美容・整体の施術・マッ
【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

ザ プロクター アンド ギャンブル
カンパニー

2012/7/30 2012-061473 株式会社 ブライ

2012/7/30 2012-061510 五木食品 株式会社

2012/7/30 2012-061630 株式会社ベルプラン

03
18

スウィートガーリー＼ＳＷＥＥＴ
ＧＩＲＬＹ

通常

2012/7/31 2012-061729 株式会社コーセー

19

ＲＥＶＥＡＬ ＴＨＥ ＬＩＧＨＴ ＩＮ
ＹＯＵＲ ＳＫＩＮ

通常:
標準

2012/7/31 2012-061746

ビューティーバンク インコーポレー
テッド

03,44
03

20

ｍｏｔｅｒｉｃｈ＼モテリッチ

通常

指定商品・役務

03

2012/7/31 2012-061782 株式会社スウィート

※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。

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

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【44】美容，理容，美容に関する助言・指導・情報の提供，入浴施設の提供，マッサージ，
アロマテラピーの提供，健康診断，栄養の指導，動物の美容，美容院用又は理髪店用の
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

21

Ｋａｈｍａ ＰＲＯ カーマプロ

通常

2012/7/31 2012-061787 株式会社カーマ

35

22

カーマプロ

通常

2012/7/31 2012-061788 株式会社カーマ

03,16,20,21,26,27,2
8

23

ＵＮＩ＼ＱＬＯ

通常

2012/7/31 2012-061796 株式会社ファーストリテイリング

※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。

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

指定商品・役務
【35】被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，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，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，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 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
【35】被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，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，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，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 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
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，靴クリーム，靴墨，せっけん類，歯磨き，化粧品，香水，つけづめ，つけまつ毛
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプ
キン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょ
う・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・
ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，
木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，うちわ，扇子，家具，屋内用ブラインド，すだ
れ，装飾用ビーズカーテン，日よけ，懐中鏡，鏡袋
【21】化粧用具，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，台所用品（「ガス湯沸
かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，湯かき棒，浴室用腰
掛け，浴室用手おけ，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，シューツリー
【26】テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，腕止め，衣服用き章（貴金属
製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用ブ
ローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン
類，靴飾り（貴金属製のものを除く。）
【27】洗い場用マット，畳類，敷物，壁掛け（織物製のものを除く。），人工芝，体操用マット，
壁紙
【28】愛玩動物用おもちゃ，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

9／38

今週の出願（類似群限定：04C01）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

24

§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

03
25

ＳＡＦＩ

通常:
標準

2012/7/31 2012-061804

ウンザ インターナショナル リミテッ
ド

26

感光性染毛料

通常:
標準

2012/7/31 2012-061806 株式会社アウラ

03
09,35,45

27

ＪＳ ガール

通常

2012/7/31 2012-061826 山本 光孝

03
28

ＡＢＥＲＣＲＯＭＢＩＥ ＆ ＦＩＴＣＨ
通常
ＮＯ．３６

2012/7/31 2012-061846

※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。

アバクロンビー アンド フィッチ
ヨーロッパ エスアー

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

指定商品・役務
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，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
【03】皮膚用化粧品，顔用化粧品，ボディケア用化粧品，制汗用化粧品，クレンジング
フォーム，スクラブ剤を配合した顔用化粧品，スクラブ剤を配合したボディケア用化粧品，
ボディ用マスク，化粧水，人体用防臭剤，モイスチャライザー，クリーム，首用クリーム，バ
スト用クリーム，顔用美容液，その他の美容液，アイクリーム，美顔用パック，バスト用パッ
ク，ボディローション，おしろい，紅，アイシャドウ，ネイルエナメル，マスカラ，まゆ墨，女性
用の外陰部及び膣用洗浄剤（医療用のものを除く。），入浴用及びシャワー用化粧品，
シャワー用フォーム，香料，薫料及び香水類，ボディ用スプレー，せっけん類，精油，歯磨
【03】化粧品，頭髪用化粧品，染毛剤，染毛料，白髪用染毛剤，白髪用染毛料
【09】ダウンロードにより提供される家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，ダウンロー
ドにより提供される携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム，ダウンロード可能な移
動体電話機用ゲームプログラム，ダウンロード可能な映像・画像・音声・音楽，ダウンロー
ド可能な移動体電話用コンピュータプログラム・待ち受け画像・着信音用音楽・着信音用
音声
【35】被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，玩具の小売又は
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，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，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，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，日焼け止めロー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，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，ウィッグの小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，手動式美容用ローラ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，芸能プロダクションの管理又は運営，芸能人のタレント活
動の管理，タレント及びモデルの斡旋
【03】化粧品，ヘアケア製品，香料・薫料・エーテルエッセンス（化粧品の香水として使用さ
れている以外のもの），エッセンシャルオイル，せっけん類，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
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

29

30

商標（見本）

商標

オッドアイ＼ＯＤＤ ＥＹＥ

ボンボンキリ＼ｂｏｎｂｏｎｋｉｒｒｉ

31

§ＫＥＲＡＳＴＹＬＥ＼ケラスタイ
ル！∞ケラスタイル！

32

パソアパソ 泥炭酸パック

33

ゴッドハート

34

35

種別

通常

通常

通常

通常:
標準
通常:
標準

§ＭＩＴＯＭＯ＼Ｍ＼ＢＥＡＵＴＩＦ
通常
ＵＬ＼ＦＲＩＥＮＤＳ∞ｍＩＴＯｍＯ

スマイルバスケット

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03

【03】マスカラ，アイシャドウ，アイブロウ，アイライナー，ネイルエナメル，その他の化粧品，
つけづめ，つけまつ毛，せっけん類，歯磨き，香料，薫料

03,05

【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

03

【03】パック効果を有するせっけん類，パック効果を有する化粧品

03

【03】化粧品

03

【03】化粧せっけん，シャンプー，水せっけん，その他のせっけん類，一般化粧水，スキン
ローション，乳液，ハンドローション，クレンジングクリーム，日焼けクリーム，日焼け止めク
リーム，漂白クリーム，リップクリーム，香水類，アイシャドウ，パック用化粧料，化粧用マ
スク，化粧用マスクパック，その他の化粧品

35

【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自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

2012/7/31 2012-061858 株式会社 大山

2012/7/31 2012-061871 フォーデイズ株式会社

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

2012/7/31 2012-061893 株式会社ラヴィータ
2012/7/31 2012-061912 斉藤 一人

2012/7/31 2012-062064 株式会社美友

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

※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：04C01）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

Ｓｍｉｌｅ＼Ｂａｓｋｅｔ

37

Ｃｏｕｎｔｒｙ ＆ Ｓｔｒｅａｍ＼Ｎａｔｕｒ
ａｌ ｈｏｎｅｙ＼Ｋｅｅｐｓ ｙｏｕｒ ｓｋｉ
ｎ ｓｈｉｎｙ ＆ ｈｅａｌｔｈｙ∞Ｆｏｒ
通常
Ｎｏｒｍａｌ ＆ Ｄｒｙ Ｓｋｉｎ＼ｗｉｔｈ
Ｒｏｙａｌ ｊｅｌｌｙ ｅｘｔ．＼Ｈｏｎｅｙ
＆ Ｃｈａｍｏｍｉｌｅ ｅｓ

38

ｅａｒｔｈｂａｔｈ

通常

通常

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

03
2012/8/1

2012/8/1

2012-062088 株式会社井田ラボラトリーズ

2012-062089

通常

2012/8/1

2012-062090

40

もちふわ素肌

通常:
標準

2012/8/1

2012-062097 ロート製薬株式会社

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。

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

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】化粧品，せっけん類

メリードウビユーテイプロダクツ株式
会社

アースバス

かつ きらめき＼活の煌

03
メリードウビユーテイプロダクツ株式
会社

39

41

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
【03】天然保湿効果を有するハチミツ・ローヤルゼリーエキスを配合してなる化粧品，天然
保湿効果を有するハチミツ・ローヤルゼリーエキスを配合してなるせっけん類

2012-062134 エーイーエム株式会社

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：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

42

43

44

45

46

47

48

商標（見本）

商標

ＫＵＢＩＲＥ＼クビレ

ＥＸ‐ＲＯＳＥ＼エグローズ

プラムフィズ＼Ｐｌｕｍ Ｆｉｚｚ

種別

通常

通常

通常

バーガンディジュエル＼Ｂｕｒｇｕ
通常
ｎｄｙ ｊｅｗｅｌ

ムーンビームス＼Ｍｏｏｎ ｂｅａ
ｍｓ

通常

グラムサンド＼ＧＬＡＭ ＳＡＮＤ 通常

ピーチビーチ＼Ｐｅａｃｈ ｂｅａｃｈ 通常

出願日

2012/8/1

2012/8/1

2012/8/1

2012/8/1

2012/8/1

2012/8/1

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。

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03

【03】化粧品，せっけん類，香料類，歯磨き

03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，薫料

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

2012-062135 株式会社プラセス製薬

2012-062136 株式会社プラセス製薬

2012-062137 花王株式会社

2012-062138 花王株式会社

2012-062139 花王株式会社

2012-062140 花王株式会社

2012-062141 花王株式会社
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

49

50

51

商標（見本）

商標

種別

ピンクフローライト＼Ｐｉｎｋ ｆｌｕｏ
通常
ｒｉｔｅ

アイスポップ＼Ｉｃｅ ｐｏｐ

ＰＯＬＡ

通常

通常

出願日

2012/8/1

2012/8/1

2012/8/1

出願番号

出願人／権利者

2012/8/1

2012-062176 ＬＡＢＯ ＷＥＬＬ株式会社

53

フットサイエンス

通常:
標準

2012/8/1

2012-062208 株式会社山忠

55

56

ＫＯＩＺＵＭＩ

炭酸ワインシャンプー

通常

通常:
標準

2012/8/1

2012/8/1

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。

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

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

03,08,09,10,11

【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
【08】ピンセット，電気式及び非電気式脱毛器具，電気かみそり及び電気バリカン，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，かみそり
【09】測定機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，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，電子出版物
【10】業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手
袋，体脂肪計
【11】業務用加湿器，美容院用又は理髪店用の機械器具（「椅子」を除く。），家庭用電熱
用品類，家庭用浄水器，化学物質を充てんした保温保冷具
【03】足用のせっけん類，足用の化粧品，つや出し剤，香料，薫料，家庭用帯電防止剤，
家庭用脱脂剤，さび除去剤，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤

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

通常

通常

03
2012-062143 花王株式会社

§Ｌａｂｏ Ｗｅｌｌ

フットソルトスクラブ

指定商品・役務
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

2012-062142 花王株式会社

52

54

区分
03

03
03

【03】足用の塩入スクラブ剤入りの洗浄剤，足用の塩入スクラブ剤入りの化粧品

03

【03】化粧品，香料，薫料

03,44

【03】炭酸入りのシャンプー，炭酸入りの頭髪用の洗浄用化粧品
【44】炭酸入りのシャンプー又は炭酸入りの頭髪用の洗浄用化粧品を用いた美容，炭酸入
りのシャンプー又は炭酸入りの頭髪用の洗浄用化粧品を用いた理容，炭酸入りのシャン
プー又は炭酸入りの頭髪用の洗浄用化粧品を用いた頭皮のマッサージ，炭酸入りのシャ
ンプー又は炭酸入りの頭髪用の洗浄用化粧品を用いた頭皮のトリートメント，炭酸入りの
シャンプー又は炭酸入りの頭髪用の洗浄用化粧品を用いた頭皮及び頭髪の手入れ

2012-062209 株式会社山忠

2012-062213 小泉産業株式会社

2012-062227 松村 秀文
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

57

58

59

商標（見本）

商標

エフェクト１＼エフェクトワン

ＬＩＦＥＳＩＲＴ＼ライフサート

種別

通常

通常

ＬＥＡＤＥＲＳ∞Ｌｅａｄｅｒｓ Ｃｌｉｎｉｃ 通常

60

ＣＯＴＴＡＧＥ ＢＹ ＯＰＴＩＴＵＤＥ

61

２色の泡

62

色持ち持続泡

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準

出願日

2012/8/1

2012/8/1

2012/8/1

出願番号

出願人／権利者

指定商品・役務
【03】化粧品

03

【03】非薬用のスキンケア用化粧品，薬用化粧品，その他の化粧品，せっけん類

03

【03】おしろい，スキンケア用の化粧品，クリーム，ヘアスプレー，化粧用マスク，ファンデー
ションクリーム，口紅，香水，メイクアップ用化粧品，メイクアップ除去用化粧品，その他の
化粧品，せっけん類，香料

14,18,25,35

【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
【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

2012-062254 株式会社 ＲＴ

2012-062289 アルティコア インコーポレイテッド

2012-062328

サンスン ライフ アンド サイエンス
カンパニー リミテッド

2012/8/1

2012-062334 株式会社ジュン

2012/8/1

2012-062343 日本メナード化粧品株式会社

2012/8/1

2012-062344 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。

区分
03

03
03
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【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.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

63

させぼ五番街

通常

2012/8/1

2012-062367 有限会社中村商事

03,05,18,24
64

§Ｒｉｂｂｏｎ Ｇｒａｓｓ

通常

2012/8/1

2012-062371 株式会社ワコール

65

アミノクリスタル

通常:
標準

2012/8/1

2012-062389 サニーヘルス株式会社

66

67

初恋のプララ

プララの宝石

通常

通常

2012/8/1

2012/8/1

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，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，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛

03

【03】化粧品，せっけん類

03

【03】化粧品，せっけん類

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

【03】せっけん類，化粧品

2012-062500 株式会社かれん

2012-062502 株式会社かれん

68

レスベラソーム＼ｒｅｓｖｅｒａｓｏｍ
通常
ｅ

2012/8/2

2012-062532 株式会社フェース

69

フェース 生コラーゲン

通常:
標準

2012/8/2

2012-062534 株式会社フェースコスメティック

※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
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【05】生理用ショーツ
【18】ポーチ，携帯用ランジェリー袋，かばん類，袋物，皮革製包装用容器，携帯用化粧道
具入れ，傘
【24】布製身の回り品
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

70

71

商標（見本）

商標

ＲＥＤ ＶＥＮＵＳ＼レッドヴィー
ナス

ＢＬＡＣＫ ＶＥＮＵＳ＼ブラック
ヴィーナス

種別

通常

通常

出願日

2012/8/2

2012/8/2

出願番号

出願人／権利者

通常

2012/8/2

2012-062539 株式会社クロイスターズ

73

青春の泉

通常:
標準

2012/8/2

2012-062554 笠井 章弘

トゥルーエフェクト＼ＴＲＵＥ ＥＦ
通常
ＦＥＣＴ

75

トゥルーライブテクニック＼ＴＲＵ
通常
Ｅ ＬＩＶＥ ＴＥＣＨＮＩＱＵＥ

76

ＲＥＶＩＶＡ－ＰＬＡＳＭＡ

77

通常:
標準
ＭＡＹＢＥＬＬＩＮＥ ＳＵＰＥＲＭＩＮ 通常:
ＥＲＡＬ
標準

2012/8/2

【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

【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
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き

03

【03】せっけん類，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

03

【03】メイクアップ用化粧品，その他の化粧品

2012-062560 株式会社 資生堂

2012/8/2

2012-062561 株式会社 資生堂

2012/8/2

2012-062618

2012/8/2

2012-062619 ロレアル

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

03,05
2012-062538 株式会社クロイスターズ

ＷＨＩＴＥ ＶＥＮＵＳ＼ホワイト
ヴィーナス

指定商品・役務
【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

2012-062537 株式会社クロイスターズ

72

74

区分
03,05

ランコーム パルファン エ ボーテ
エ コンパニイ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.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

§チイ＼コミ

通常

2012/8/2

2012-062663 株式会社 地域新聞社

03
79

80

81

82

図形商標

Ｂａｄｉａｇａ＼バージャーガ

通常

通常

ＡＴＥＮＪＥ ＺＥＲＯ＼アテンジェ
通常
ゼロ

ＮＯＩＲＡＵＤＥ ＰＲＯ＼ノワロー
通常
ドプロ

2012/8/2

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。

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

2012-062665 株式会社京ＬＯＣＯ

03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや
出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛

03

【03】せっけん類，化粧品，香料

03

【03】せっけん類，化粧品，香料

2012-062666 プラスロン化粧品株式会社

2012-062677 株式会社ミルボン

2012-062678 株式会社ミルボン
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URL:http://www.tm-library.com/

18／38

今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

83

84

85

86

商標（見本）

商標

ＡＤＤ＼アド

§Ｌｉｓｃｉｏ＼Ａｔｅｎｊｅ

Ａｕｊｕａ＼ＧＲＯＷ＼オージュア
グロウ

種別

通常

通常

通常

ＡＴＥＮＪＥ＼ＨＥＡＴＣＡＲＥ＼ア
通常
テンジェ ヒートケア

出願日

2012/8/2

2012/8/2

2012/8/2

2012/8/2

出願番号

出願人／権利者

指定商品・役務
【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

【03】せっけん類，化粧品，香料

03

【03】せっけん類，化粧品，香料

03,18,25

【03】化粧品，香料，薫料
【18】かばん類，袋物
【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

2012-062679 株式会社ミルボン

2012-062680 株式会社ミルボン

2012-062681 株式会社ミルボン

2012-062682 株式会社ミルボン

87

§０ＲＣ＼ＡＴＥＮＪＥ ＺＥＲＯ＼
通常
ＲＥＴＵＲＮ＼ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＩＮＧ

2012/8/2

2012-062683 株式会社ミルボン

88

ＧＲＧ ＢＹ ＧＡＲＡＧＥ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062690

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

区分
03

ガレージ インターナショナル ラック
ス エスエーアールエル
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

89

90

91

92

93

好角家

通常:
標準

Ｃｈａｒｍｉｎｇ ｅｙｅ＼チャーミング
通常
アイ

Ｐｈａｎｔｏｍ ｓｈｉｎｅ＼ファントム
通常
シャイン

Ｆｌａｖｏｒ ｏｆ ｌｏｖｅ＼フレーバー
通常
オブ ラブ

Ｂａｂｙ ｌａｄｙ＼ベイビーレディー 通常

2012/8/2

2012/8/2

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。

指定商品・役務

03

【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】せっけん類，化粧品，香料類

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

2012-062691 東武プロパティーズ株式会社

2012-062692 株式会社ノルコーポレーション

2012-062693 株式会社ノルコーポレーション

2012-062694 株式会社ノルコーポレーション

2012-062695 株式会社ノルコーポレーション
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

94

商標（見本）

商標

Ｌｏｖｅ ｈａｒｍｏｎｙ＼ラブ ハー
モニー

種別

通常

出願日

2012/8/2

出願番号

出願人／権利者

区分
【03】せっけん類，化粧品，香料類

03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，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，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
【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

2012-062696 株式会社ノルコーポレーション

95

モイストビューティセレクション
通常
＼Ｍｏｉｓｔ Ｂｅａｕｔｙ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

2012/8/2

2012-062702 株式会社アテニア

96

ＣＨＵ－ＷＩＮ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062724 株式会社リベルタ

01,03,05

97

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
98

リフレッシュアロマの香り＼Ｂｌｕ
通常
ｅｌｅｔ

2012/8/2

ＴＨＥＲＡＰＵＬ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062746

スタフォード－ミラー（アイルランド）リ
ミテッド
03,05,21

100

セラピュール

通常:
標準

2012/8/2

2012-062747

スタフォード－ミラー（アイルランド）リ
ミテッド
03

101

リペアベール プライム＼Ｒｅｐａ
通常
ｉｒ ｖｅｉｌ ｐｒｉｍｅ

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。

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

2012-062730 小林製薬株式会社

03,05,21
99

指定商品・役務

03

2012-062751 株式会社 資生堂
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【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
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.
102

商標（見本）

商標
ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

種別
通常:
標準

出願日
2012/8/2

出願番号

出願人／権利者

2012-062862 株式会社ファミリーマート

区分
03
35

103

ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062886 株式会社ファミリーマート

104

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

03
35

105

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

106

Ｈｗａｎｇｈａｎｓｏｏ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062947

※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。

コスウェイ・エム・エスディーエヌ・ビー 03
エイチディー

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

指定商品・役務
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，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
【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
【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】化粧品

22／38

今週の出願（類似群限定：04C01）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

107

§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

108

§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

23／38

今週の出願（類似群限定：04C01）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

109

§ＯＲＡＬＹＳＩＳ

通常

2012/8/3

2012-062990 ライオン株式会社

35,44

110

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

111

ＯＲＡＬＣＯＭ＼オーラルコム

通常

2012/8/3

2012-062992 ライオン株式会社

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

112

“ＨＩＳ ＭＡＳＴＥＲ’Ｓ ＶＯＩＣＥ” 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。

2012-063040 株式会社ＪＶＣケンウッド

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
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
肥料，陶磁器用釉薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試
験紙，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・
装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろ
うそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵
槽類 いかり 金属製輸送用コンテナ かな床 はちの巣 金属製金具 ワイヤロープ 金

24／38

今週の出願（類似群限定：04C01）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

113

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

114

Ｔｏｎｙｍｏｌｙ

通常:
標準

2012/8/3

2012-063069 バエ ハエ ドン

03
115

116

117

立体商標

立体商標

立体商標

通常:
立体

通常:
立体

通常:
立体

2012/8/3

2012/8/3

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】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
【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

03

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

03

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

2012-063117 ロート製薬株式会社

2012-063118 ロート製薬株式会社

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

118

立体商標

通常:
立体

2012/8/3

2012-063119 ロート製薬株式会社

119

ふわふわマシュマロフット

通常:
標準

2012/8/3

2012-063120 株式会社リベルタ

120

ＰＲＯＶＯＮ

通常:
標準

2012/8/3

2012-063130

区分

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

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03,05

【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
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料

ゴジョ・インダストリーズ・インコーポ
レイテッド

03
121

ＡＳＴＡ３９６＼アスタミクロ

通常

2012/8/3

2012-063134 サンデン商事株式会社

03,05,29,30,32

122

極糖煎坊＼きわみとうせんぼう 通常

2012/8/3

2012-063153 株式会社ソシア

09,14,18,25,35

123

ｍｏｕｓｓｙ＼ｎｏｎ ｓｅｃｔ

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

03

2012-063169 株式会社バロックジャパンリミテッド

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

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【05】サプリメント
【29】食用油脂，乳製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こん
にゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふ
りかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，
中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，アイスク
リームのもと，シャーベットのもと，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，たこ焼き，ラビオ
リ，即席菓子のもと，パスタソース，食用グルテン，食用粉類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
【09】電気通信機械器具，眼鏡，録音済み記憶媒体，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，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，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，録画済み記憶媒体，電子出版物
【14】キーホルダー，宝石箱，身飾品，宝飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，
貴金属製靴飾り，時計
【18】かばん金具，がま口口金，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，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，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，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，ろうそくの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽器及び録音済みコンパクトディス
ク・レコード・録音済み記憶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，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の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，録画済みビデオディスク
及びビデオテープ・録画済み記憶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，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
ルの小売又は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
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No.

124

商標（見本）

商標

§ＰＲＥＭＩＵＭ ＯＲＧＡＮＩＣ

125

§ｂｅａｕｔｙ ｍａｄｅ∞こうじっこ

126

ＡＱＵＡＬＵＸＥ

127

果の香

128

129

130

Ｇｒｏｏｖｅ＼グルーブ

図形商標

ＦＲＥＤ ＳＥＧＡＬ

種別

通常

通常

通常:
標準
通常:
標準

通常

通常

通常:
標準

出願日

2012/8/3

出願番号

出願人／権利者

2012-063174 株式会社ノエビア

2012/8/3

2012-063175 株式会社ノエビア

2012/8/3

2012-063177 株式会社ノエビア

2012/8/3

2012/8/3

03

【03】せっけん類，化粧品，歯磨き，香料，薫料

03

【03】せっけん類，化粧品，歯磨き，香料，薫料

03

【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

03,40

【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
【40】受託による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・つけまつ毛の製造・加工処理

03,09

【03】カバー化粧品・香水・コロン・エッセンシャルオイル，手・顔・身体・唇・日焼け止め及び
ひげそり用のクリーム及びローション，バス及びスキンオイル，家庭用フレグランス，手・
顔・身体・ひげそり及び浴用のせっけん，ボディパウダー及びデオドラントパウダー，バス
ソルト，せっけん類，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【09】カバー，処方眼鏡，サングラス及び眼鏡，電子装置付き眼鏡，保護眼鏡，眼鏡，サン
グラス及び眼鏡，電子機器，文字・データ及びオーディオファイルの記録・整理・点検用の
携帯型デジタル電子装置，眼鏡及びサングラス用ケース，眼鏡及びサングラスの枠，ラッ
プトップ型及びノートブック型コンピュータの収納用バックパック，カメラケース，携帯電話・
電話装置及び附属品の収納及び携帯用バック及びケース，ラップトップ型コンピュータ携
帯用ケース，携帯電話機用携帯ケース，携帯電話機用ケース，携帯音楽プレーヤー・ＭＰ
３プレーヤー用の保護携帯用ケース，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，
電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，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－ＲＯ
Ｍ，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
【03】ファンデーション，メイクアップ用下地クリーム，日焼け止めクリーム

2012-063187 株式会社グルーブ

2012-063188 株式会社北尾化粧品部

2012-063194

フレッド・シーガル・ファミリー・リミテッ
ド・ライアビリティ・カンパニー

03
131

ＰＡＰＩＬＩＯＥＡＳＹＦＩＴ

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
【03】せっけん類，化粧品，歯磨き，香料，薫料

2012-063171 株式会社ノエビア

2012/8/3

2012/8/3

区分
03

2012-063203 ピアス株式会社
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

132

ピンポイントマッスルズ

通常:
標準

2012/8/3

2012-063379 遠藤 大次郎

03,05
133

134

135

136

ＡＰＰＦ＋Ｅ＼エーピーピーエフ
通常
プラスイー

ＡＰＰ＋Ｅ＼エーピーピープラス
通常
イー

ＡＰ５＼エーピーファイブ

ＡＰＰ＋ＴＰＮ＼エーピーピープ
ラスティピーエヌ

通常

通常

指定商品・役務
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，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
【03】化粧品，シャンプー，石鹸
【05】ビタミンとミネラルを主原料とする液状・ゲル状・錠剤状・顆粒状・カプセル状の加工食
品

2012/7/30 2012-065059 株式会社アイ・ティー・オー

03,05

【03】化粧品，シャンプー，石鹸
【05】ビタミンとミネラルを主原料とする液状・ゲル状・錠剤状・顆粒状・カプセル状の加工食
品

03,29

【03】化粧品，シャンプー，石鹸
【29】ビタミンとミネラルを主原料とする液状，ゲル状，錠剤状，顆粒状，カプセル状の加工
食品

03,05

【03】化粧品，シャンプー，石鹸
【05】ビタミンとミネラルを主原料とする液状・ゲル状・錠剤状・顆粒状・カプセル状の加工食
品

2012/7/30 2012-065060 株式会社アイ・ティー・オー

2012/7/30 2012-065061 株式会社アイ・ティー・オー

2012/7/30 2012-065062 株式会社アイ・ティー・オー

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

137

138

139

140

141

142

143

商標（見本）

商標

種別

ＡＰＰ＋ＴＰＮａ＼エーピーピープ
通常
ラスティピーエヌエー

マルクリーンピュア

コウソスイ＼ＫＯＵＳＯＳＵＩ

通常

通常

ベリタス ハイブリッド スキンケ
通常
ア システム

ベリタス ハイブリッド スキンケ
通常
ア システム

§ＫＯＵＪＩ

§ＫＯＵＪＩ

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

03,05

【03】化粧品，シャンプー，石鹸
【05】ビタミンとミネラルを主原料とする液状・ゲル状・錠剤状・顆粒状・カプセル状の加工食
品

03,05,16,35

【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

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】化粧品，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

【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

2012/7/30 2012-065063 株式会社アイ・ティー・オー

2012/7/31 2012-065515 株式会社マル・コーポレーション

2012/7/31 2012-065528 廣田 典裕

2012/8/1

2012/8/2

2012/8/1

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。

2012-065809 株式会社 ベリタス

2012-066025 株式会社 ベリタス

2012-066037 株式会社和僑商店

2012-066038 株式会社和僑商店
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

144

145

146

147

148

商標（見本）

商標

美らしずく＼ちゅらしずく

種別

通常

Ａｍｂｉｅｎｔ Ｏｒｇａｎｉｃｓ＼アンビ
通常
エント オーガニクス

Ａｍｂｉｅｎｔ Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ＼アンビ
通常
エント エッセンシャル

コテウェーブ＼ＫＯＴＥ ＷＡＶＥ 通常

§黒もじ∞Ｋｕｒｏｍｏｊｅｅ＼Ｔｏｋｙ
通常
ｏ

149

ＡＮＥ Ｇｒａｃｅ

150

永遠少女

151

エターナルガール

152

マチューラ

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

出願日

2012/8/1

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/3

出願番号

出願人／権利者

指定商品・役務
【03】化粧品，石鹸類，香料類

03

【03】シャンプー、トリートメント、クレンジング

03

【03】シャンプー、トリートメント、クレンジング

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品，香料，薫料

03,05

【03】歯磨き、せっけん類、香料類、つけまつ毛、スキンクレンジング用化粧品、その他の
化粧品
【05】生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品

2012-066073 山原 恵良

2012-066179 株式会社Ｕｎｉｔｅｄ Ａｐｐｌｙ

2012-066180 株式会社Ｕｎｉｔｅｄ Ａｐｐｌｙ

2012-066181 瀧川株式会社

2012-066188 ヒィッチ企画有限会社

2012/8/3

2012-066189 Ｏ・Ｒ・Ｐ株式会社

2012/8/2

2012-066210 万協製薬株式会社

2012/8/2

2012-066211 万協製薬株式会社

2012/8/2

2012-066212 万協製薬株式会社

※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。

区分
03
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

153

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

154

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

03
155

サティア＼ＳＡＴＩＡ

通常

2012/8/2

2012-066226 株式会社ライフサイエンスラボ

35

156

§ミカヅキモモコ＼３００

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】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
【03】化粧品

2012-066407 株式会社三日月百子
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【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，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，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，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，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，小物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，紙製・
ワイヤー製・木製・竹製・プラスチック製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行
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今週の出願（類似群限定：04C01）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

157

モモコちゃん

通常

2012/8/3

2012-066408 株式会社三日月百子

03
158

ダイアン

通常

2012/8/4

2012-066415 株式会社ネイチャーラボ

03
159

§Ｍｏｉｓｔ，＼Ｄｉａｎｅ

通常

2012/8/4

2012-066416 株式会社ネイチャーラボ

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，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，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，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，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，小物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，紙製・
ワイヤー製・木製・竹製・プラスチック製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行
【03】せっけん類，香水類，化粧品，コロン，オーデトワレ，スプレー式ボディー用香水，ス
キンケア用化粧品，スキンオイル，スキンクリーム，スキンローション，シェービングフォー
ム，シェービングジェル，プレシェービングローション，アフターシェーブローション，髭剃前
の化粧品，髭剃後の化粧品，シェービング用化粧品，タルカムパウダー，バス・シャワー用
化粧品，ヘアーローション，頭髪及び頭皮用化粧品，歯磨き，口内洗浄剤（医療用のもの
を除く。），身体用防臭剤，制汗用化粧品，防臭性化粧品，その他の化粧品

【03】せっけん類，香水類，化粧品，コロン，オーデトワレ，スプレー式ボディー用香水，ス
キンケア用化粧品，スキンオイル，スキンクリーム，スキンローション，シェービングフォー
ム，シェービングジェル，プレシェービングローション，アフターシェーブローション，髭剃前
の化粧品，髭剃後の化粧品，シェービング用化粧品，タルカムパウダー，バス・シャワー用
化粧品，ヘアーローション，頭髪及び頭皮用化粧品，歯磨き，口内洗浄剤（医療用のもの
を除く。），身体用防臭剤，制汗用化粧品，防臭性化粧品，その他の化粧品

09,14,16,18,20,21,2 【09】眼鏡，レコード，メトロノーム，電子楽器用電動演奏プログラムを記憶させた電子回路
4,25,35,36,38,39,41, 及びＣＤ―ＲＯＭ，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音声ファイ
ル，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，インター
42,45
ネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル，インターネットを利用し

160

ＣＯＶＥＲＣＨＯＲＤ

通常

2012/8/3

2012-066424 株式会社ｖｅｎｄｏｒ

35
161

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。

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/

て受信し、及び保存することができる動画ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，電子書籍，電子雑誌，電子新聞，電子出版物
【14】貴金属，キーホルダー，宝石箱，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【16】型紙，荷札，紙類，文房具類，印刷物，写真，写真立て，手帳カバー，革製の手帳カ
バー，ブックカバー，革製ブックカバー
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，皮革，原革，原皮，なめし皮，毛皮
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，うちわ，せんす，家具
【21】食器類（貴金属製のものを除く。），水筒，清掃用具及び洗濯用具，ろうそく消し及び
ろうそく立て（貴金属製のものを除く。），植木鉢，じょうろ，洋服ブラシ，トイレッ，トペー
パーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），せっけん用ディスペンダー，花瓶，香炉，
靴ブラシ，靴べら，靴磨き布
【24】布製身の回り品，敷布，布団，布団カバー，まくらカバー，織物製テーブルナプキン，
織物製いすカバー，テーブル掛け，
【25】被服，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，インターネットによる広告，電子メールによる広告，新聞・雑誌に掲載された広
告に関する情報の提供，ウェブサイト上の広告スペースの貸与，輸出入に関する事務の
代理又は代行，インターネットにおける商品の展示即売会の企画・運営又は開催，商品の
展示即売会の企画・運営又は開催，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，市場の動向に関する情報の提供，新商品の販売・販売促進に
関する助言・指導 アンケート情報の提供 商品の販売に関する情報の提供 商品の通信
【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：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

162

163

164

165

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

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
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting, distributing, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
【18】Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not
included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
【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

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
03,09,18,25,35

166

§ＧＡＲＣｉＡ

マド
プロ:
通常

ＦＲＩＺＺＤＯＭ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/31 2012-357872 Ｇａｒｃｉａ Ｂ．Ｖ．

03
167

2012/7/31 2012-357956

※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

ＴＨＥ ＣＯＬＯＭＥＲ ＧＲＯＵＰ ＳＰＡ
ＩＮ， Ｓ．Ｌ．

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）2012.07.29～2012.08.04.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
03,05,10

168

ＭＡＣＤＥＲＭＯＬ

マド
プロ:
通常

2012/8/2

2012-358345 ＢＡＩ ＳＥＢＡＳＴＩＥＮ

01,03,42

169

ＨｅｌｉｏＣｌｅａｎ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-358699

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

03,32,33,34

170

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

171

2012/8/2

2012-358946 Ｅｍｐｓｏｎ ＆ Ｃｏ． Ｓ．ｐ．Ａ．

33,35

172

ＮＥＩＬ ＥＭＰＳＯＮ

マド
プロ:
通常:
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。

2012-358947 Ｅｍｐｓｏｎ ＆ Ｃｏ． Ｓ．ｐ．Ａ．

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

指定商品・役務
【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】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
【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）
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

173

174

商標（見本）

商標

ＥＳＳＩＥＳＰＡ

ＪＵＳＴ ＯＮＥ ＥＹＥ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/8/1

2012/8/1

出願番号

出願人／権利者

区分

【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

35

【35】Services for the retail sale of soap, perfume and perfumery products, essential oils,
cosmetics, make-up products, transportable metal constructions, boxes of common
metal, metal caskets, door knobs (handles) of metal, works of art of common metal,
statues or figurines (statuettes) of common metal, non-electric cutlery, forks and
spoons, eyewear items, eyeglasses (optics), sunglasses, lighting apparatus, lighting
fixtures, flashlights, lamp shades, lamp shade holders, lamp glasses, valves and fittings,
apparatus for locomotion by land, cycles, bicycles, strollers, jewelry, precious stones,
horological and chronometric instruments, precious metals and alloys thereof other than
for dental use, coins, works of art of precious metal, jewelry, jewelry caskets, boxes of
precious metal, watch cases, bracelets, chains, springs or glasses, novelty key holders,
statues or figurines (statuettes) of precious metal, cases or caskets for watchmaking,
medals, musical instruments, cases for musical instruments, music stands, print products,
【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

2012-358956 Ｌ’ＯＲＥＡＬ

2012-358998 ＲＵＳＳＯ Ｐａｏｌａ， Ｒｏｓａ， Ｍａｒｉａ

03
175

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

2012/8/1

2012-359192 Ｙａｒｏｋ ＬＬＣ

35

マド
プロ:
通常

176

2012/7/30 2012-359267 ａｒｔＦｉｄｏ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

01,03,42

177

ＨｅｌｉｏＣｈｒｏｍｅ

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。

2012-359663

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/

【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.
【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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今週の出願（類似群限定：04C01）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
01,03,42

178

ＨｅｌｉｏＤｅＣｈｒｏｍｅ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-359734

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

01,03,42

179

ＨｅｌｉｏＳｅｌｅｃｔ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-359735

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

01,03,42

180

ＨｅｌｉｏＣｏａｔ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-359736

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

01,03,42

181

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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今週の出願（類似群限定：04C01）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
01,03,42

182

ＨｅｌｉｏＣｏｐｐｅｒ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-359738

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

03

183

ＯＵＲ ＳＥＣＲＥＴ ＩＳ ＹＯＵ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/2

2012-360393 ＳｋｉｎＭｅｄｉｃａ， Ｉｎｃ．

03

184

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

2012/8/2

2012-360394 ＳｋｉｎＭｅｄｉｃａ， Ｉｎｃ．

03

185

ＫＡＴＥ’Ｓ ＷＯＲＬＤ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/1

2012-360395 Ａｖｏｎ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ， Ｉｎｃ．

01,03,42

186

ＨｅｌｉｏＣｕＭａｘ

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。

2012-360450

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，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
【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
【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

37／38

今週の出願（類似群限定：04C01）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
16,35,42

187

ＩＮＴＥＲＳＴＯＲＥ ＤＥＳＩＧＮ

マド
プロ:
通常

2012/8/1

2012-360452 ＩＮＴＥＲＳＴＯＲＥ ＩＴＡＬＩＡ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

01,03,42

188

ＨｅｌｉｏＺｉｎｋ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-360551

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

01,03,42

189

ＨｅｌｉｏＰｒｅＣｏａｔ

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。

2012-360552

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
【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
【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
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指定商品・役務
【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

