今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls

広告ページです。レポートは次ページから⇒⇒⇒

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls

商標出願速報レポート

※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。

本レポートに関するお問い合わせ先

インフォソナー株式会社 営業部
TEL:06-6578-3100 FAX:06-6578-3101
E-mail:tm-info@info-sonar.co.jp
Copyright©2006-2008 info-sonar corp. All Rights Reserved

3／46

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

1

お疲れ顔

2

輝けワタシ

3

スーッとしみこめ

4
5

6

7

8

9

種別
通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/8/6

2012-063398 大正製薬株式会社

2012/8/6

2012-063399 大正製薬株式会社

通常:
標準

2012/8/6

2012-063400 大正製薬株式会社

スーッとしみこむ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063401 大正製薬株式会社

プラス鉄分

通常:
標準

2012/8/6

2012-063402 大正製薬株式会社

§むず∞むず∞脚∞むずむず
通常
脚 解消ナビ

図形商標

図形商標

牡蠣栄養機能研究所

通常

通常

通常:
標準

2012/8/6

2012/8/6

2012/8/6

2012/8/6

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

区分

指定商品・役務

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），食餌療法用食品，食餌療法用飲料

05,32

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，食餌療法用飲料
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料
【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
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料
【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
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料
【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
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料
【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント，動
物エキスを主原料とするサプリメント，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする
サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒
状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・
錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・
ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エキスを主原
料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カ
プレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・
液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠
剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビ
スケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，栄養補助食品，栄
養補給剤，栄養補強剤，栄養補給用ドリンク剤，食物繊維，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養
強壮変質剤，カルシウム剤，生薬，食品強化剤，医療用食品添加剤，食餌療法用の食品
調製剤，医療用栄養添加剤，薬剤（農薬に当たるものを除く。），医薬用化学剤，化学的製
剤，動物用薬剤，食餌療法用飲料，食事療法用食品，乳児用飲料，乳児用食品，乳児用

05,32
05,32
05,32

2012-063421 アステラス製薬株式会社

2012-063422 アステラス製薬株式会社

2012-063423 アステラス製薬株式会社

2012-063462 株式会社東洋新薬

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）2012.08.05～2012.08.11.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

フラバンアクティブエマルション

通常:
標準

2012/8/6

2012-063464 株式会社東洋新薬

35
11

12

13

Ｄｒ．アルなび

Ｄｒ．転職なび

牡蠣研

通常

通常

通常:
標準

2012/8/6

2012/8/6

2012/8/6

※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。

2012-063470 株式会社メディカル・ステージ

指定商品・役務
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染
毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧
品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，む
だ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧
用のもの），体毛用脱色剤，ヘアートリートメント剤，リンス，コンディショナーリンス，コン
ディショナー，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ手入れ
用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭
髪用乳液 ボディ用乳液 保湿用乳液 クレンジング乳液 香料類 浴用香料類 美白効
【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，職業のあっせん，求人情報の提供，就職・転職の相談，就職・転職希望
者に対するキャリアに関する助言及び指導，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

35

【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，職業のあっせん，求人情報の提供，就職・転職の相談，就職・転職希望
者に対するキャリアに関する助言及び指導，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

05

【05】サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント，動
物エキスを主原料とするサプリメント，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする
サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒
状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・
錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・
ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エキスを主原
料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カ
プレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・
液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠
剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビ
スケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，栄養補助食品，栄
養補給剤，栄養補強剤，栄養補給用ドリンク剤，食物繊維，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養
強壮変質剤，カルシウム剤，生薬，食品強化剤，医療用食品添加剤，食餌療法用の食品
調製剤，医療用栄養添加剤，薬剤（農薬に当たるものを除く。），医薬用化学剤，化学的製
剤，動物用薬剤，食餌療法用飲料，食事療法用食品，乳児用飲料，乳児用食品，乳児用

2012-063471 株式会社メディカル・ステージ

2012-063473 株式会社東洋新薬

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）2012.08.05～2012.08.11.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

14

牡蠣ラボ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063474 株式会社東洋新薬

35,38,42

15

ＳＥＩＹＵ ソーシャル ＣＭ

通常

2012/8/6

※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。

2012-063475 合同会社西友

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

指定商品・役務
【05】サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント，動
物エキスを主原料とするサプリメント，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする
サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒
状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・
錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・
ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エキスを主原
料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カ
プレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・
液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠
剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビ
スケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，栄養補助食品，栄
養補給剤，栄養補強剤，栄養補給用ドリンク剤，食物繊維，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養
強壮変質剤，カルシウム剤，生薬，食品強化剤，医療用食品添加剤，食餌療法用の食品
調製剤，医療用栄養添加剤，薬剤（農薬に当たるものを除く。），医薬用化学剤，化学的製
剤，動物用薬剤，食餌療法用飲料，食事療法用食品，乳児用飲料，乳児用食品，乳児用
【35】広告宣伝物の企画及び制作，その他の広告業，広告に関する市場調査，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，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 薬剤及び医療補助品の
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,16,28,35,42

16

ジョブせんすけ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063476 株式会社リブセンス

17

パイエフイーミネラル

通常:
標準

2012/8/6

2012-063477 有限会社 アイ・ビー・イー

18

Ｊｕｓｕｒｕ＼ＰＥＴ ＢＬＥＮＤ

優先

2012/8/6

2012-063497

ジュスル インターナショナル イン
コーポレイテッド

19

ＪＵＳＵＲＵ ＰＥＴ ＢＬＥＮＤ

優先:
標準

2012/8/6

2012-063499

ジュスル インターナショナル イン
コーポレイテッド

20

ＡＳＴＬＡＦＵＬＥ

通常:
標準

2012/8/6

※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。

03,32

指定商品・役務
【09】携帯電話機用のストラップ，その他の電気通信機械器具，電子応用機械器具及びそ
の部品，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】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，
紙類，文房具類，印刷物，写真，写真立て
【28】縫いぐるみ，その他のおもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，す
ごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用
具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆
虫採集用具
【35】広告業，外注業務に関する契約の仲介，外注業務に関する事業管理，外注業務を委
託する企業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，コンピュータデータベースへ
の情報編集，求人情報・求職情報の提供，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，携帯電話機用のストラップ・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用
具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補
助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き
及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印
刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 紙類及び文房
【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，口臭用消臭剤，動物用防臭剤
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

05

【05】栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），動物用薬剤

05

【05】栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），動物用薬剤

03

【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，ヘアー
トリートメント剤，シャンプー，コンディショナーシャンプー，リンス，コンディショナーリンス，
コンディショナー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬用歯磨き，口内洗浄剤，義
歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容液，ファンデーション，クレンジ
ングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，体臭消臭剤，体用防臭剤，養毛
料，育毛料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキン
ケアを一つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育
毛料，染毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア
用化粧品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用
剤，むだ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色
剤（化粧用のもの），体毛用脱色剤，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用
化粧品，つめ手入れ用化粧品，浴用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用
乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭髪用乳液，ボディ用乳液，保湿用乳液，クレンジング乳

2012-063536 株式会社東洋新薬

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）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03

21

アスタラフール

通常:
標準

2012/8/6

2012-063537 株式会社東洋新薬

35,36,43

22

図形商標

通常

2012/8/6

2012-063583 森ビル株式会社

23

ダニよけシリカ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063586 トキハ産業株式会社

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。

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

指定商品・役務
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，ヘアー
トリートメント剤，シャンプー，コンディショナーシャンプー，リンス，コンディショナーリンス，
コンディショナー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬用歯磨き，口内洗浄剤，義
歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容液，ファンデーション，クレンジ
ングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，体臭消臭剤，体用防臭剤，養毛
料，育毛料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキン
ケアを一つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育
毛料，染毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア
用化粧品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用
剤，むだ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色
剤（化粧用のもの），体毛用脱色剤，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用
化粧品，つめ手入れ用化粧品，浴用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用
乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭髪用乳液，ボディ用乳液，保湿用乳液，クレンジング乳
【35】広告業，広告場所の貸与，広告用具の貸与，トレーディングスタンプの発行，商品の
販売促進・役務の提供促進のための企画及び運営，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，事業の
管理，建築物における来訪者の受付及び案内，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，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，起動器の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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。）の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，交流発電機の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，直流発電機の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，配電用又は制御用の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，回転変流機の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，調相機の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品
を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電球類及
び照明用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，電池
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気磁気測定器の
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，電線及びケーブルの
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 家庭用食器洗浄機の
【03】芳香剤，消臭芳香剤，その他の薫料，香料，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，身体用
消臭剤，身体用芳香消臭剤，その他の化粧品
【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。），芳香消臭
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。），防虫剤，ダニ駆除
剤，ダニ殺虫剤，ダニ忌避剤，ダニ防除剤，ダニよけ効果を有する薬剤，その他の薬剤，
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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

24

北海道ごろごろぱーく

通常:
標準

2012/8/6

2012-063591 東武プロパティーズ株式会社

03,21
25

§ＡＰ‐ＷＨＩＴＥ∞Ｗ

通常

2012/8/6

2012-063619 サンスター株式会社

05,30
26

27

28

捨てるから増やせる、新しい美 通常:
の力。
標準

Ｅｌｉｑｕｉｓ

図形商標

通常

優先

2012/8/6

2012/8/6

2012/8/6

※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】トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行・管理・清算及びこれらに関する情
報の提供，トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行システムに関する調査・導入・
助言及び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，教育施設の提供に係る
事業の運営及び管理，展示施設の提供に係る事業の運営及び管理，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及び管理，飲食施設に係る事業の運営及び管
理，娯楽施設に係る事業の運営及び管理，会議室・多目的ホールの提供に関する事業の
運営及び管理，商品の売上管理・在庫管理・物流管理及び顧客管理，地域冷暖房事業の
運営及び管理，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 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業
【03】口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【21】デンタルフロス，電気式歯ブラシ，歯ブラシ，その他の化粧用具（「電気式歯ブラシ」を
除く。），ようじ，ようじ入れ，清掃用具及び洗濯用具

05

【05】薬剤，サプリメント，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，
耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，
包帯，包帯液，胸当てパッド，乳幼児用粉乳，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。）
【30】茶，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，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，米，
発芽玄米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【05】薬剤

05

【05】薬剤

2012-063635 株式会社ファンケル

2012-063644

2012-063645

ブリストル－マイヤーズ スクイブ カ
ンパニー

ブリストル－マイヤーズ スクイブ カ
ンパニー

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,16,35,38,41,42

29

§ＥＬＬＥ∞ｍａｍａｎ

30

七養堂

31

ＭＹＳＥＲＡ

32

ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＣＡＲＥ

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

アシェット フィリパキ プレス ソシエ
テ アノニム

2012/8/6

2012-063646

2012/8/6

2012-063652 株式会社エックスワン

2012/8/6

2012-063679 前田薬品工業株式会社

2012/8/6

2012-063711

05,32
05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

03,05,21

【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

スタフォード－ミラー（アイルランド）リ
ミテッド
03,05,21

33

コンプリートケア

通常:
標準

2012/8/6

※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。

2012-063712

指定商品・役務
【09】音声及び画像の記録用・送信用・再生用機械器具，電気音響機械器具，電子応用機
械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，教育用映像周波機械器具，教育
用音声周波機械器具，その他の教育用視聴覚機械器具，音声・映像受信機，データ処理
装置，電子計算機，電子計算機用周辺機器，家庭用テレビゲームおもちゃ，マルチメディ
アに適用できる電子応用機械器具，コンパクトディスクプレーヤー，録音済み又は録画済
みのインタラクティブＣＤ－ＲＯＭ，録音済み又は録画済みＣＤ－ＲＯＭ，ビデオカセットプ
レーヤー，ビデオレコーダー，カメラ，テープレコーダー，テレビ電話，ビデオレコーダーを
内蔵したポータブルビデオカメラ，小型オーディオ機器，携帯用通信機械器具，ヘッドマウ
ントディスプレイ，電子手帳，電子辞書，電子出版物，電子翻訳機，テレビジョン受信機，
電話機械器具，携帯電話機及びその部品並びに附属品，画像・音声・音楽の記録用・送
信用機械器具，ＭＰ３プレーヤー，コンピュータ用データ記憶媒体，録音済み又は録画済
みビデオカセットテープ，録音済み又は録画済みビデオディスク，未記録のビデオカセット
テープ，未記録のビデオディスク，録音済み又は録画済み光ディスク，未記録の光ディス
ク，録音済み又は録画済みカセット式磁気テープ，未記録のカセット式磁気テープ，音声・
画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体，録音済み又は録画済みコンパクトディスク，
未記録のコンパクトディスク，ビデオディスク，磁気カード，メモリーカード，マイクロプロセッ
サカード，家庭用ビデオゲーム機のＲＯＭカートリッジ，電子計算機用入力ペン，電子計算
機用プログラム，コンピュータソフトウェア，コンピューターゲームプログラム，音声・文字
データベースの管理に使用されるコンピュータソフトウェア，音声・文字データベースの処
理を行うためのコンピュータソフトウェア，画像データベースの管理に使用されるコン
ピュータソフトウェア，画像データベースの処理を行うためのコンピュータソフトウェア，ダウ
ンロード可能な電子出版物（文字データを含む）・画像データ・音声データ・音楽データ・着
信音メロディデータ，国際電気通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物，
眼鏡 眼鏡フレーム 眼鏡ケース 眼鏡用鎖 計算機
【05】薬剤，サプリメント
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

スタフォード－ミラー（アイルランド）リ
ミテッド

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03,05,10,19,24,25,2 【03】化粧品，せっけん類
7,29,30,35,37,40,41, 【05】薬剤
【10】医療用機材器具
42,43,44
【19】しっくい，石灰製又は石こう製の建築用又は構築用の専用材料，合成建築専用材

34

ＧＥＮＫＩ ＨＯＵＳＥ＼Ｌｕｃｅ＼
ルーチェ

35

夢・彩華

36

Ｙｕｍｅ・Ｓｙｃａ

37

ＲＥＧＥＤＥＲＭ

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/8/6

2012-063805 特定非営利活動法人 イムクルス

2012/8/6

2012-063809 ヴィータ株式会社

2012/8/6

2012-063810 ヴィータ株式会社

2012/8/6

2012-063813

※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

料，木材，合板，竹材，床材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料
【24】織物，不織布，ビニルクロス，タオル，手ぬぐい，ハンカチ，織布製テーブルナプキ
ン，ふきん，敷布，布団カバー，まくらカバー，カーテン，テーブル掛け，織物製トイレット
シートカバー，布製ラベル
【25】下着，寝巻き類，ワイシャツ類，洋服，アイマスク，えり巻き，くつ下，ショール，スカー
フ，手袋，ネッカチーフ，マフラー，保温用サポーター，ナイトキャップ，帽子，靴類，スリッ
パ
【27】敷物，じゅうたん，洗い場用マット，壁紙
【29】加工野菜，加工果実，冷凍野菜，冷凍果実，卵，加工卵，乳製品，加工水産物，肉製
品，食用油脂，なめ物，ふりかけ，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく
【30】調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く），食用粉類，食用グルテン，茶，穀物
の加工品，菓子およびパン
【35】市場調査，商品の販売に関する情報の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品，化粧品，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，織物及び寝具類，被服，
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
【37】医療用機械器具の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理
又は保守，繊維機械器具の修理又は保守
【40】布地，被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む），食料品の加工，印刷，廃棄物
の再生，廃棄物の収集，分別及び処分，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与
【41】知識又はスポーツの教授，図書及び記録の供覧，電子出版物の提供，映画，演芸，
演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映，制作又は配給，放送番組の
制作，通訳，翻訳，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映写フィルムの貸与，図書の貸
与，レコード又は録音済み磁気テープ又はＣＤの貸与，録画済磁気テープ又はＣＤの貸与
【42】医薬品，化粧品又は食品の試験，検査又は研究，電子計算機のプログラムの設計，
作成又は保守 ウェブサイトの作成又は保守 電子計算機用プログラムの提供 デザイン
【03】口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

ペレ ノヴァ バイオテクノロジー エ 05
スエー

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

【05】包帯，ガーゼ，脱脂綿，絆創膏，医薬用軟膏，医療用石こう，外皮用薬剤，スキンケ
ア用医薬品，医療用ポマード，火傷・日焼けの治療用薬剤，医療用化学薬剤，その他の
化学薬剤，その他の薬剤（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）2012.08.05～2012.08.11.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

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

38

39
40

41

42

§領域をこえ未来へ＼ＯＪＩ

通常

通常:
標準
シオノギマルチビタミン＆ミネラ 通常:
ル ローヤル
標準
ポポンＳローヤル

ポポン

通常

美人力の秘密は、カラダの中に 通常:
ある。
標準

2012/8/7

2012-063830 王子ホールディングス株式会社

2012/8/7

2012-063831 塩野義製薬株式会社

2012/8/7

2012-063832 塩野義製薬株式会社

2012/8/7

2012/8/7

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

05

【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

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05,30,35

【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
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。）
【30】茶，菓子及びパン，食酢，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，た
こ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，
米，発芽玄米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【35】健康食品・栄養補助食品・健康関連商品の販売に関する情報の提供，化粧品・美容
関連商品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，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，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及び
せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形及び娯楽用具の

2012-063833 塩野義製薬株式会社

2012-063870 株式会社ファンケル

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

43

ＰｅａｃｈＤｏｌｌ

通常

2012/8/7

2012-063939 株式会社ふく家

44

ビネセーブ

通常:
標準

2012/8/7

2012-063949 清和肥料工業株式会社

45

ＰＯＣＡ

通常:
標準

2012/8/7

2012-063953

ＤＳファーマバイオメディカル株式会
社

区分

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，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
【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，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

01,05

【01】植物成長調整剤類，肥料，工業用粉類
【05】薬剤

01,05

【01】化学品，細胞及び培地ならびに化学物質を含むキットになった化学用試薬（医療用
及び獣医科用のものを除く。），細胞の反応性を観察するためのキットになった化学用試
薬（医療用及び獣医科用のものを除く。）
【05】薬剤，細胞及び薬剤からなる医療用及び獣医科用のキット状の診断用試薬
【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
【44】調剤

35,44
46

§Ｍａｉ∞まい薬局

通常

2012/8/7

2012-063962 天川みなこ

05,29,30

47

ハッピーレシピ

48

シランブラ

49

ライブレイ

50

リビュレイ

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/8/7

2012-063976 キユーピー株式会社

2012/8/7

2012-063991

2012/8/7
2012/8/7

※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

メルク・シャープ・アンド・ドーム・コー 05
ポレーション
メルク・シャープ・アンド・ドーム・コー 05
2012-063992
ポレーション
メルク・シャープ・アンド・ドーム・コー 05
2012-063993
ポレーション

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

【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，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，調味付けしたゾル又はゲル中に食肉を主材とする小片具材を含んでなる
咀嚼嚥下障害者用食品，調味付けしたゾル又はゲル中に食用水産物を主材とする小片
具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品，調味付けしたゾル又はゲル中に野菜を主材と
する小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品，その他の咀嚼嚥下障害者用食品，
乳幼児用飲料，乳幼児用菓子，その他の乳幼児用食品
【29】乳製品，肉製品，食肉を主材とする惣菜，加工水産物，食用魚介類を主材とする惣
菜，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，その他のサラダ，その他の加工野菜及び
加工果実，野菜を主材とする惣菜，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，卵
どうふ，乾燥卵，液卵，冷凍卵，茹で卵，卵焼き，スクランブルエッグ，その他の加工卵，茶
わん蒸し，オムレツ，スコッチエッグ，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】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
【05】薬剤
【05】薬剤
【05】薬剤
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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

51

ペレペンナ

通常

2012/8/7

2012-063995 ダイヤモンド株式会社

35

52

§Ｐｅｌｌｅ Ｐｅｎｎａ

通常

2012/8/7

2012-063996 ダイヤモンド株式会社

05
53

凍止

通常

2012/8/7

※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。

2012-063997 フマキラー株式会社

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

指定商品・役務
【35】皮革製キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，ネクタイピ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，
カフスボタ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，筆記具
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，皮革製ペンケース
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，革製かばんの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，革製財布の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，小銭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，名刺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，皮革製キーケースの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，スーツケースの小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，革製トラベルバ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，傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，革製ベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，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，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，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
【35】皮革製キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，ネクタイピ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，
カフスボタ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，筆記具
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，皮革製ペンケース
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，革製かばんの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，革製財布の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，小銭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，名刺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，皮革製キーケースの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，スーツケースの小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，革製トラベルバ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，傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，革製ベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，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，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，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
【05】薬剤

14／46

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

54

55

56

57

58

59

60

商標（見本）

商標

冷止

冷凍

氷止

種別

通常

通常

通常

リラクシングドリーム＼ＲＥＬＡＸＩ
通常
ＮＧ ＤＲＥＡＭ

Ｊｅ Ｌ’ａｉｍｅ＼ｄｅ ｓｅｃｒｅｔ ｂｏｉ
通常
ｓ

Ｊｅ Ｌ’ａｉｍｅ＼ｄｅ ｓｅｃｒｅｔ ｆｌｅ
通常
ｕｒ

シャイニーリペア＼ＳＨＩＮＹ ＲＥ
通常
ＰＡＩＲ

出願日

2012/8/7

2012/8/7

2012/8/7

2012/8/7

2012/8/7

2012/8/7

2012/8/7

※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

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

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

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

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

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

2012-063998 フマキラー株式会社

2012-063999 フマキラー株式会社

2012-064000 フマキラー株式会社

2012-064015 株式会社コーセー

2012-064016 株式会社コーセー

2012-064017 株式会社コーセー

2012-064018 株式会社コーセー

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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
05,10

61

フィングラフ

通常:
標準

2012/8/7

2012-064020 大塚製薬株式会社

05,10

62

ＦＩＮＧＲＡＰＨ

通常

2012/8/7

2012-064021 大塚製薬株式会社

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

63

§ｂｏｄｙｋｅｙ

優先

2012/8/7

2012-064053 アルティコア インコーポレイテッド

01,03,05,35

64

キヨピカ

通常:
標準

2012/8/7

※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。

2012-064066 株式会社ジェムコ

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

指定商品・役務
【05】血液中の電解質を測定するための診断用試薬，診断用薬剤，その他の薬剤（農薬に
あたるものを除く。），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
【10】診断用試薬を用いて血液分析を行う診断用分析器，診断用試薬を用いて血液中の
電解質を測定する装置，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。），おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い
飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，人工
鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。）
【05】血液中の電解質を測定するための診断用試薬，診断用薬剤，その他の薬剤（農薬に
あたるものを除く。），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
【10】診断用試薬を用いて血液分析を行う診断用分析器，診断用試薬を用いて血液中の
電解質を測定する装置，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。），おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い
飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，人工
鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。）
【05】サプリメント，栄養サプリメント，栄養サプリメントとして使用されるプロテインパウ
ダー，棒状のミールリプレースメント，スナックバー，液状又は粉末状のミールリプレースメ
ント飲料，医療用栄養添加剤，食餌療法用の食品調製剤，臨床用食餌療法用食品，その
他の医療用食餌療法用飲料・食品，乳幼児用粉乳，乳幼児の離乳用加工食品
【09】体重管理プログラムに使用されるコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア
及びそれらの周辺機器、すなわち食事日記トラッキング・活動計画・メニュー計画・カロリー
トラッカー・レシピ計算及び結果トラッキング用のソフトウェア，デジタル教材、すなわち減
量・体重管理・栄養及び運動に関する情報を含むＣＤ・ＤＶＤ及びダウンロード可能なファイ
ル，体重管理用ソフトウェアを含む携帯電話用コンピュータ応用ソフトウェア，電子日記
帳，電子計算機，電子計算機用プログラム，コンピュータ周辺機器，録音又は録画済みＣ
Ｄ・ＤＶＤ・記録媒体，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファ
イル，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，電子出版
物，携帯電話機用プログラム，携帯用電子式日記帳，電子応用機械器具及びその部品，
電気通信機械器具，測定機械器具
【16】体重管理・栄養及び運動の分野における日記帳・カレンダー・バインダー・定期刊行
物及びパンフレット，体重管理・栄養及び運動の分野における訓練及び教育に関する印
刷物及びマニュアル，日記帳，カレンダー，バインダー，定期刊行物，パンフレット，印刷
物，文房具類，写真
【29】家禽肉・魚・魚介類・牛肉・豚肉及び野菜を主原料とする調理済み加工食品，栄養強
化された加工果実，ビタミン及びミネラルで強化されたナッツを主成分とするスナック菓
子，加工水産物，加工野菜及び加工果実，加工食料品
【30】パスタ・米又はその他の穀物を主原料とする調理済み加工食品，ビタミン及びミネラ
ルで強化されたコーンシロップ・食用粉類並びに穀物を主原料とするスナック食品，栄養
強化されたクッキー，茶，ティーバッグ入りの茶，コーヒー及びココア，調味料，香辛料，穀
物の加工品，菓子及びパン
【32】スポーツ飲料 アイソトニック飲料 アイソトニック飲料のもと 果実飲料 フレーバー
【01】スプレー式の工業用消臭剤，スプレー式の工業用抗菌消臭剤，ゲル状の工業用抗
菌消臭剤，ゲル状の工業用消臭剤，汚泥を原料として含む工業用消臭剤，活性炭を用い
た工業用消臭剤，光触媒を利用した工業用消臭剤，工業用の消臭剤・防臭剤・脱臭剤，
工業用アルデヒド消臭剤，工業用抗菌消臭剤，工業用消臭剤，抗菌消臭剤（工業用），酸
化チタンを主原料とする工業用抗菌消臭剤，消臭剤（工業用のものに限る。），多孔質炭
化物を原料として含む工業用消臭剤，竹炭を用いた抗菌消臭剤（工業用のものに限
る。），微生物を用いてなる工業用消臭剤，微生物を利用した工業用消臭剤，複合金属イ
オンを配合した工業用消臭剤，化学品
【03】ペット臭消臭剤，ペット用消臭剤，愛玩動物用消臭剤，愛玩動物用糞尿消臭剤，口臭
用消臭剤，小片状の口臭消臭剤，動物用防臭剤，家庭用帯電防止剤
【05】おしめ用消臭剤，おむつ用消臭剤，くつ用消臭剤，ふとん用消臭剤，カビ臭消臭剤，
スプレー式室内消臭剤，タバコ臭消臭剤，トイレ用消臭剤，パチンコホール用消臭剤，居
間用消臭剤，空気消臭剤，靴用シート状消臭剤，靴用消臭剤，玄関用消臭剤，自動車用
消臭剤，室内用消臭剤，車内用消臭剤，生ゴミを含む廃棄物用消臭剤，生理用品用消臭
剤，台所用消臭剤，被服用消臭剤，風呂用消臭剤，冷蔵庫用消臭剤，薬剤
【35】愛玩動物用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，愛玩動物用薬剤及び愛玩動物用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，家庭用の消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

65

66

商標（見本）

商標

人生＼おいしく

アクティブマジックエマルション

種別

通常

通常:
標準

出願日

2012/8/7

2012/8/7

出願番号

出願人／権利者

区分

【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，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，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。）

03,05

【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染
毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧
品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，む
だ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧
用のもの），体毛用脱色剤，ヘアートリートメント剤，リンス，コンディショナーリンス，コン
ディショナー，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ手入れ
用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭
髪用乳液 ボディ用乳液 保湿用乳液 クレンジング乳液 香料類 浴用香料類 美白効
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染
毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧
品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，む
だ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧
用のもの），体毛用脱色剤，ヘアートリートメント剤，リンス，コンディショナーリンス，コン
ディショナー，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ手入れ
用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭
髪用乳液 ボディ用乳液 保湿用乳液 クレンジング乳液 香料類 浴用香料類 美白効

2012-064083 第一三共ヘルスケア株式会社

2012-064115 株式会社東洋新薬

03,05

67

アクティブミラクルエマルション

通常:
標準

2012/8/7

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

指定商品・役務

05

2012-064116 株式会社東洋新薬

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）2012.08.05～2012.08.11.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

68

ラメラセラミドエマルション

通常:
標準

2012/8/7

2012-064117 株式会社東洋新薬

03,05

69

ラメラマジックエマルション

通常:
標準

2012/8/7

※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。

2012-064118 株式会社東洋新薬

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

指定商品・役務
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染
毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧
品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，む
だ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧
用のもの），体毛用脱色剤，ヘアートリートメント剤，リンス，コンディショナーリンス，コン
ディショナー，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ手入れ
用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭
髪用乳液 ボディ用乳液 保湿用乳液 クレンジング乳液 香料類 浴用香料類 美白効
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染
毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧
品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，む
だ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧
用のもの），体毛用脱色剤，ヘアートリートメント剤，リンス，コンディショナーリンス，コン
ディショナー，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ手入れ
用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭
髪用乳液 ボディ用乳液 保湿用乳液 クレンジング乳液 香料類 浴用香料類 美白効
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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

70

アクティブエマルション

通常

2012/8/7

2012-064119 株式会社東洋新薬

03,05

71

マルチエマルション

通常

2012/8/7

※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。

2012-064120 株式会社東洋新薬

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

指定商品・役務
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染
毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧
品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，む
だ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧
用のもの），体毛用脱色剤，ヘアートリートメント剤，リンス，コンディショナーリンス，コン
ディショナー，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ手入れ
用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭
髪用乳液 ボディ用乳液 保湿用乳液 クレンジング乳液 香料類 浴用香料類 美白効
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染
毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧
品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，む
だ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧
用のもの），体毛用脱色剤，ヘアートリートメント剤，リンス，コンディショナーリンス，コン
ディショナー，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ手入れ
用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭
髪用乳液 ボディ用乳液 保湿用乳液 クレンジング乳液 香料類 浴用香料類 美白効
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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

72

マジックエマルション

通常

2012/8/7

2012-064121 株式会社東洋新薬

03,05

73

ミラクルエマルション

通常

2012/8/7

※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。

2012-064122 株式会社東洋新薬

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

指定商品・役務
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染
毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧
品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，む
だ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧
用のもの），体毛用脱色剤，ヘアートリートメント剤，リンス，コンディショナーリンス，コン
ディショナー，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ手入れ
用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭
髪用乳液 ボディ用乳液 保湿用乳液 クレンジング乳液 香料類 浴用香料類 美白効
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染
毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧
品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，む
だ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧
用のもの），体毛用脱色剤，ヘアートリートメント剤，リンス，コンディショナーリンス，コン
ディショナー，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ手入れ
用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭
髪用乳液 ボディ用乳液 保湿用乳液 クレンジング乳液 香料類 浴用香料類 美白効
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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

74

75
76
77
78

79

球状ラメラ

通常

通常:
標準
ＫＡ’ＯＩＲ Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ ＪＡＰＡ 通常:
Ｎ
標準
通常:
うぶ肌ＳＡＲＡ
標準
通常:
ＳｉｌｉｃａＲｅｉ
標準
ＫＡ’ＯＩＲ ＪＡＰＡＮ

ＤＩＧＩＴＡＬ ＰＯＳＴ＼デジタルポ
通常
スト

2012/8/7

2012-064123 株式会社東洋新薬

2012/8/7

2012-064244 株式会社アヴェニュー

2012/8/7

2012-064245 株式会社アヴェニュー

2012/8/7

2012-064246 株式会社ジャパナス

2012/8/7

2012-064247 株式会社ジャパナス

2012/8/8

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

03

指定商品・役務
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染
毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧
品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，む
だ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧
用のもの），体毛用脱色剤，ヘアートリートメント剤，リンス，コンディショナーリンス，コン
ディショナー，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ手入れ
用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭
髪用乳液 ボディ用乳液 保湿用乳液 クレンジング乳液 香料類 浴用香料類 美白効
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛

03

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛

03

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛

03

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛

09,16,35,36,39,42

【09】インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル，電子計算
機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，デジタルカメラ，デジタル
フォトフレーム，その他の電気通信機械器具，写真機械器具，携帯用液晶ゲームおもちゃ
用プログラム，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
【16】ポストカード紙，その他の紙類，文房具類，雑誌，絵はがき，その他の印刷物，書画，
写真，写真立て
【35】郵便物の発送代行，ダイレクトメールの発送代行，電子メールを利用したダイレクト
メールによる広告の代理又はこれに関する情報の提供，受託によるインターネット経由で
の広告の配信，携帯電話機又は電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関
する情報の提供，市場調査又は分析，インターネットオークションの運営又はこれに関す
る情報の提供，写真・文書等を電子データ化し・保管し必要に応じて出力することによるコ
ンピュータによるファイルの管理，コンピュータネットワークを利用した通信販売の注文・受
付・発注・配送に関する事務処理代行，商品の販売に関する事務の代行，コンピュータ
データベースへの情報編集，商品の販売促進のためのポイント蓄積及びポイント清算並
びにこれらに関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行，雑誌の予約購読
の取次ぎ，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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 手動利器の小売又は卸売の業

2012-064278 Ｏａｋキャピタル株式会社
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

80

商標（見本）

商標

Ｈ∞Ｈ

種別

通常

出願日

2012/8/8

出願番号

出願人／権利者

区分

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤
及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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

05

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳児用粉乳，サプリメント

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，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】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，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】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，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】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，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】薬剤，おむつ，おむつカバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療
法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを
除く。）
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，豆乳飲料，ビール製造用ホップ
エキス，乳清飲料

2012-064282 沖縄ハム総合食品株式会社

81

ＤＡＲＫＧＲＡＰＥＭＡＮ

通常

2012/8/8

2012-064299 株式会社サンリオ

82

タプティコム

通常:
標準

2012/8/8

2012-064313 参天製薬株式会社

83

ロヤダ

通常:
標準

2012/8/8

2012-064314 参天製薬株式会社

84

コムベオ

通常:
標準

2012/8/8

2012-064315 参天製薬株式会社

85

オムプテラ

通常:
標準

2012/8/8

2012-064316 参天製薬株式会社

05

05

05

05,32
86

87

88

ベジラボ＼ＶＥＧＥ ＬＡＢＯ

通常

Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｅ Ｌｉｆｅ Ｎａｔｕｒａｌｌｙ 通常

§ＵＭＯＯＺＥ

通常

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

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

指定商品・役務

35

2012-064334 カゴメ株式会社

05

【05】口腔用消炎剤，抗アレルギー薬，免疫調整剤，抗がん剤，パーキンソン病の治療用
薬剤，悪性腫瘍の治療のための薬剤，人間用の薬剤，乳がんの治療用薬剤，肝臓疾患
用剤，抗ウィルス薬剤，抗酸化剤を主成分とする栄養補給剤，栄養補給剤，食餌療法食
品，植物エキスを主成分とする栄養補給剤，動物用薬剤，医療用飼料添加剤，動物用栄
養補給剤，薬剤，心臓血管用薬剤，心臓血管疾患の治療用薬剤，腎臓疾患治療薬

05

【05】口腔用消炎剤，抗アレルギー薬，免疫調整剤，抗がん剤，パーキンソン病の治療用
薬剤，悪性腫瘍の治療のための薬剤，人間用の薬剤，乳がんの治療用薬剤，肝臓疾患
用剤，抗ウィルス薬剤，抗酸化剤を主成分とする栄養補給剤，栄養補給剤，食餌療法食
品，植物エキスを主成分とする栄養補給剤，動物用薬剤，医療用飼料添加剤，動物用栄
養補給剤，薬剤，心臓血管用薬剤，心臓血管疾患の治療用薬剤，腎臓疾患治療薬

2012-064340 國鼎生物科技股▲分▼有限公司

2012-064341 國鼎生物科技股▲分▼有限公司
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

89

90

91

92

93

94

95

商標（見本）

商標

§ＵＭＯＯＺＥ

種別

通常

スマス＼スマートネットスーパー 通常

デジュバン＼ＤＥＪＵＶＡＮ

イフニアクト＼ＩＦＮＹＡＣＴ

デジュバント＼ＤＥＪＵＶＡＮＴ

ロニファ＼ＬＯＮＩＦＡ

ベルロザ＼ＶＥＲＬＯＸＡ

通常

通常

通常

通常

通常

出願日

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

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

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05

【05】口腔用消炎剤，抗アレルギー薬，免疫調整剤，抗がん剤，パーキンソン病の治療用
薬剤，悪性腫瘍の治療のための薬剤，人間用の薬剤，乳がんの治療用薬剤，肝臓疾患
用剤，抗ウィルス薬剤，抗酸化剤を主成分とする栄養補給剤，栄養補給剤，食餌療法食
品，植物エキスを主成分とする栄養補給剤，動物用薬剤，医療用飼料添加剤，動物用栄
養補給剤，薬剤，心臓血管用薬剤，心臓血管疾患の治療用薬剤，腎臓疾患治療薬

35

05

【35】インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した広告，広告，イ
ンターネットにおけるウェブサイト上の広告用スペースの提供及びこれに関する情報の提
供，インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した商品の販売に
関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，商品の購入に関する助言・指導，
マーケティングに関する指導及び助言，環境保護に配慮した側面からの経営の診断及び
指導，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，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，業務用及び家庭用洗剤の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，台所用品・清掃用具及
び洗濯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，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，花及び木の小売又
【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

2012-064342 國鼎生物科技股▲分▼有限公司

2012-064344 オイシックス株式会社

2012-064350 ゼリア新薬工業株式会社

2012-064351 ゼリア新薬工業株式会社

2012-064352 ゼリア新薬工業株式会社

2012-064353 ゼリア新薬工業株式会社

2012-064354 ゼリア新薬工業株式会社
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

96

97

98

99

100

101

102

商標（見本）

商標

メスペート＼ＭＥＳＰＡＴＥ

リフトレル＼ＬＩＦＴＲＥＬ

エリフィナ＼ＥＬＩＦＹＮＡ

アジュライフ＼ＡＤＪＵＬＩＦＥ

イフニオ＼ＩＦＮＹＯ

カンケスト＼ＣＡＮＱＥＳＴ

種別

通常

通常

通常

通常

通常

通常

マブキャンパス＼ＭＡＢＣＡＭＰ
通常
ＡＴＨ

出願日

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

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

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】抗リンパ球抗体として用いる治療用抗体を含む薬剤，その他の薬剤

2012-064355 ゼリア新薬工業株式会社

2012-064356 ゼリア新薬工業株式会社

2012-064357 ゼリア新薬工業株式会社

2012-064358 ゼリア新薬工業株式会社

2012-064359 ゼリア新薬工業株式会社

2012-064360 ゼリア新薬工業株式会社

2012-064391 ジェンザイム コーポレーション
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

103

104

105

商標（見本）

商標

図形商標

あすかちゃん

ポメランジェ

種別

通常

通常

通常:
標準

出願日

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，栄養補助用飼料添加物（薬
剤に属するものを除く。）

05

【05】薬剤，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。）

14,18,25,35

【14】貴金属，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，宝飾品，身飾品，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，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，カー
ド入れ，財布（貴金属製のものを除く。），名刺入れ，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】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，布製身の回り品
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，キーケースの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，スマートフォン対応手袋の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，リン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，ピアスの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，ネックレスの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，アンクレットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，ブレスレットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
貴金属製アンクレットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，ネクタイピ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，ネ
クタイ止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ネクタイ
バーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，カフスボタンの
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，バッグの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，名刺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，がま口及び財布の小売又は卸売の業務に
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
【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，薫料，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，洗濯用柔
軟剤，洗濯用漂白剤
【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，紙おむつ，乳児用パンツ式おむつ，おむつカバー，乳幼児用粉乳，
食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳児用離乳食，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，防虫
紙

2012-064393 あすか製薬株式会社

2012-064394 あすか製薬株式会社

2012-064399 株式会社セキド

03,05
106

ユーカリＪミスト＼ユーカリジェイ
通常
ミスト

107

108

2012/8/8

2012-064435 オーブス株式会社

ＥＭＩＬＩＯ ＰＵＣＣＩ

通常:
標準

2012/8/8

エミリオ プッチ インターナショナル
2012-064438
ビー ヴィー

ＰＵＣＣＩ

優先:
標準

2012/8/8

2012-064439

35

35

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

指定商品・役務

05

エミリオ プッチ インターナショナル
ビー ヴィー

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

【35】被服，履物，帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，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，オンラインによる被服，履物，
帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，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，販売を目的とした各種通信媒体による商品（被
服，履物，帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，かばん類及び袋物）の紹介
【35】被服，履物，帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，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，オンラインによる被服，履物，
帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，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，販売を目的とした各種通信媒体による商品（被
服，履物，帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，かばん類及び袋物）の紹介
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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
03,05,10,24

109

Ｃｏｌｌａｌｉｅｓｅ

通常

2012/8/8

2012-064449 旭化成せんい株式会社

03,05,10,24

110

コラリーゼ

通常

2012/8/8

2012-064450 旭化成せんい株式会社

01,37,39,40
111

イワタニ・エコ・ロジ

通常:
標準

2012/8/8

2012-064451 イワタニ・エコ・ロジ株式会社

18,25,35

112

§Ｂｓ

通常

2012/8/8

2012-064457 株式会社ジーンズメイト

05
113

α２

通常

2012/8/8

2012-064484 アラーガン インコーポレイテッド

05,32
114

ナチュリア＼Ｎａｔｕｒｅａ

通常

2012/8/8

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

指定商品・役務
【03】洗浄剤を浸み込ませた清浄用布，化粧用パックシート，化粧用コットン，化粧用綿
棒，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛用
接着剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し
紙，つや出し布
【05】薬剤，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
【10】医療用靴下，医療用サポーター，弾性包帯，医療用フェイスマスク，おしゃぶり，氷ま
くら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷の
うつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，業務用美容マッサージ器，医療用機械
器具（「歩行補助器・松葉づえ」を除く。），家庭用電気マッサージ器，医療用手袋
【24】織物，メリヤス生地，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
【03】洗浄剤を浸み込ませた清浄用布，化粧用パックシート，化粧用コットン，化粧用綿
棒，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛用
接着剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し
紙，つや出し布
【05】薬剤，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
【10】医療用靴下，医療用サポーター，弾性包帯，医療用フェイスマスク，おしゃぶり，氷ま
くら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷の
うつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，業務用美容マッサージ器，医療用機械
器具（「歩行補助器・松葉づえ」を除く。），家庭用電気マッサージ器，医療用手袋
【24】織物，メリヤス生地，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
【01】工業用化学品及び科学用化学剤（医療用及び獣医科用のものを除く。）（汚染された
排気煙の処理用及び無害化用に使用される尿素並びに尿素の化学添加剤及び化学液
剤を含む。），尿素，ディーゼルエンジンの排気煙の中に存在している窒素酸化物の化合
物を窒素ガス及び窒素水へ転換させるために使用される尿素及び顆粒尿素の溶液，自
動車排ガス浄化触媒
【37】タンクの清掃，タンクの洗浄，油水分離槽の清掃，ピットの清掃，地下タンク漏洩の検
査
【39】産業廃棄物の車両による輸送，特別管理産業廃棄物の車両による輸送，貨物自動
【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，皮革
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【35】広告，商品の販売に関する情報の提供，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，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，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，眼鏡及び時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，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，織物製トイレットシートカバー・トイレ用織物製フタカバー・トイレットペー
【05】緑内障治療用薬剤，その他の薬剤

2012-064489 株式会社大木

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

【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。）
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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
05,32

115

アスリセート

通常:
標準

2012/8/8

2012-064490 株式会社大木

116

凛晶

通常:
標準

2012/8/8

2012-064525 参天製薬株式会社

05

03,05
117

118

Ｖｅｎｕｓ Ｈｏｎｅｙ＼ヴィーナスハ
通常
ニー

ロサチアジド＼ＬＯＳＡＴＨＩＡＺＩＤ
通常
Ｅ

2012/8/8

2012/8/8

2012-064535 株式会社日テレ７

05

【05】薬剤

03

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛

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

2012-064627 沢井製薬株式会社

119

らくちんクリーム

通常

2012/8/8

2012-064643 株式会社ツヤラボ

120

りんしょう

通常:
標準

2012/8/9

2012-064659 参天製薬株式会社

121

ＲＩＮＳＨＯＵ

通常:
標準

2012/8/9

2012-064660 参天製薬株式会社

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
【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。）
【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
【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，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児
用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【03】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，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。）

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）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,35,38,42,45

122

ＰＩＮ

優先:
標準

2012/8/9

2012-064692 ピンタレスト，インコーポレイテッド

05
123

124

125

ロリエ＼すはだ快適モード

ロリエ＼肌いたわりモード

ＰＯＮＳＴＥＶＩＡ

通常

通常

優先

2012/8/9

2012/8/9

2012/8/9

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

指定商品・役務
【09】コンピュータハードウェア，コンピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェアアプリ
ケーション，インターネットユーザーがデータ・情報・マルチメディアコンテンツを創作・ブック
マーク（ブラウザにＵＲＬを登録すること）・注釈・共有することを可能にするコンピュータソフ
トウェア，モバイルアプリケーション用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア，無線
機器又はインターネットを通じてダウンロード可能なコンピュータソフトウェア，オンライン広
告・ビジネスプロモーション・ソーシャルネットワークユーザーと事業者との連携・ユーザー
がアクセスした広告の履歴及びそのユーザーの追跡の容易化及び戦略・見通し・マーケ
ティング・消費者行動の予測を提供するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェ
ア，電子出版物，電子応用機械器具及びその部品
【35】広告業，商品の販売促進・役務の提供促進のための情報の提供，事業データの分
析，ユーザーがアクセスした広告の履歴及びそのユーザーを追跡し戦略・見通し・マーケ
ティング・消費者行動及び市場動向の予測を提供するためのユーザーのトラッキング（追
跡），事業の管理，ビジネスアドミニストレーション，事業の運営，オフィスファンクション，経
営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，事業の管理・運営及びこれらに関
する指導・助言及び情報の提供
【38】電子掲示板による通信，電子メールによる通信，電気通信（「放送」を除く。）
【42】インターネットユーザーがデータ・情報・マルチメディアコンテンツを創作・ブックマーク
（ブラウザにＵＲＬを登録すること）・注釈・アップロード・体系化・共有することを可能にする
ウェブサイトの提供，登録したユーザーの会話への参加・他のユーザーからのフィードバッ
クの受領・仮想コミュニティーの作成・ユーザーが一般的に興味のある分野におけるソー
シャルネットワーキングへの参加を可能にするための登録ユーザーのためのオンラインコ
ミュニティの創設，ダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供，双方向性を有す
るコンピュータウェブサイトのホスティング メッセージ・コメント・マルチメディアコンテンツ・
【05】薬剤，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，失禁用
おしめ，生理用ショーツ

2012-064696 花王株式会社

05

【05】薬剤，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，失禁用
おしめ，生理用ショーツ

05

【05】アルコール使用障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，アルツハイマー
病に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，不安障害に用いられる診断用・治療用
又は予防用薬剤，アテローム性動脈硬化症に用いられる診断用・治療用又は予防用薬
剤，自己免疫疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，血液系疾患に用いられ
る診断用・治療用又は予防用薬剤，骨系統疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用
薬剤，癌・腫瘍に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，循環器系疾患に用いられ
る診断用・治療用又は予防用薬剤，中枢神経系疾患に用いられる診断用・治療用又は予
防用薬剤，コレステロール障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，嚢胞性線
維症に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，認知症に用いられる診断用・治療用
又は予防用薬剤，皮膚病・皮膚疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，糖尿
病・糖尿病性神経障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，異常脂質血症に用
いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，内分泌疾患に用いられる診断用・治療用又は
予防用薬剤，消化器疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，ホルモン障害に
用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，炎症・炎症性疾患に用いられる診断用・治療
用又は予防用薬剤，腎臓疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，肝臓疾患に
用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，代謝性疾患に用いられる診断用・治療用又
は予防用薬剤，偏頭痛に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，筋肉疾患に用いら
れる診断用・治療用又は予防用薬剤，神経変性疾患に用いられる診断用・治療用又は予
防用薬剤，神経系疾患に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，肥満に用いられる
診断用・治療用又は予防用薬剤，疼痛に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，膵
臓に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤，精神病・精神疾患に用いられる診断用・
治療用又は予防用薬剤，生殖器系疾患・生殖障害・性機能障害に用いられる診断用・治
療用又は予防用薬剤 睡眠障害に用いられる診断用・治療用又は予防用薬剤 泌尿器疾

2012-064697 花王株式会社

2012-064717 イーライ リリー アンド カンパニー

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）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

126

ビオラートミン

127

ビオナルミン

128

ラブロンゴールド

129

ラクトファルミン

130

ビオラクトプラス

131

ラクトンプラス

132

バスロンゴールド

133

すっきりとしたヒバの香り

種別
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

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/8/9

2012-064762 米田薬品工業株式会社

2012/8/9

2012-064763 米田薬品工業株式会社

2012/8/9

2012-064764 米田薬品工業株式会社

2012/8/9

2012-064765 米田薬品工業株式会社

2012/8/9

2012-064766 米田薬品工業株式会社

2012/8/9

2012-064767 米田薬品工業株式会社

2012/8/9

2012-064768 米田薬品工業株式会社

2012/8/9

区分
【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

03,05

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，つや出し剤，せっけん類，身体用消
臭剤，身体用防臭剤，その他の化粧品，香料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香
剤（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】芳香消臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），その他の消臭剤（身体用・
動物用及び工業用のものを除く。），防臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），
脱臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マ
スク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，おりものシート，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，
歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，サプリメント
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，つや出し剤，せっけん類，身体用消
臭剤，身体用防臭剤，その他の化粧品，香料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香
剤（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】芳香消臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），その他の消臭剤（身体用・
動物用及び工業用のものを除く。），防臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），
脱臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マ
スク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，おりものシート，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，
歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，サプリメント
【35】オンラインを用いた商品カタログによる商品の販売に関する情報の提供，カタログ及
びインターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供，商品の安売りに関する情報の
提供，商品の購入に関する情報の提供又は指導・助言，その他の商品の販売に関する情
報の提供，商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介及び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，企業の経営に関するコンサルティング及びこれに関する
情報の提供，市場調査又は分析，ホテルの事業の管理，コンピュータによるオンラインで
の商品の受注・発注事務の代行，その他の商品の受注・発注の事務代行，商品の売買契
約に関する事務処理の代行，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，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，電気機械器具
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動
工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所
用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，預金の受入れ（債券の
発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金の貸付け及び手形の割
引 内国為替取引 債務の保証及び手形の引受け ファクタリング 債権の回収 債権の

2012-064774 小林製薬株式会社

03,05

134

ぬくもりあるヒノキの香り

通常:
標準

2012/8/9

2012-064775 小林製薬株式会社

35,36

135

エヌビジネスサービス＼Ｎビジ
ネスサービス

通常

2012/8/9

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

2012-064783

指定商品・役務

05

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会
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）2012.08.05～2012.08.11.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

136

業務材料たおるや

通常

2012/8/9

2012-064785 ケーアイ商事株式会社

03,09,14,25,35

137

Ｌｉｅｂｅｓｋｉｎｄ

優先:
標準

2012/8/9

2012-064804 マリアム ムバンバ

14,18,25,35

138

Ｍｒ． ＪＵＮ

通常:
標準

2012/8/9

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

2012-064815 株式会社ジュン

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・靴べ
ら及び靴磨き布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，か
ばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身
の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具・金具及びキーホル
ダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清
掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，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
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
【09】眼鏡
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，時計
【25】被服
【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，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，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，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，宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務
【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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.
139

140

商標（見本）

商標
生コラジュエル

多重三相乳化

種別

出願日

通常:
標準

2012/8/9

通常:
標準

2012/8/9

出願番号

出願人／権利者

2012-064917 三浦 和子

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，薫料，つけづ
め，つけまつ毛

03,05

【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染
毛剤，白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧
品，整髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，む
だ毛そり用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧
用のもの），体毛用脱色剤，ヘアートリートメント剤，リンス，コンディショナーリンス，コン
ディショナー，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ手入れ
用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭
髪用乳液 ボディ用乳液 保湿用乳液 クレンジング乳液 香料類 浴用香料類 美白効
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯
磨き，薬用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧
品，美容液，ファンデーション，浴用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用防臭剤，ク
レンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛料，化粧用
マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一つでカバー
できる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染毛剤，白髪
用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧品，整髪料，
ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，むだ毛そり用化
粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧用のもの），
体毛用脱色剤，ヘアートリートメント剤，リンス，コンディショナーリンス，コンディショナー，
マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ手入れ用化粧品，マッ
サージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳液，頭髪用乳液，ボ
ディ用乳液，保湿用乳液，クレンジング乳液，香料類，浴用香料類，エッセンシャルオイ
ル，精油，芳香油，芳香剤，消臭芳香剤，消臭剤，防臭剤，防臭芳香剤，脱臭剤，口臭消
臭剤
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），動物用薬剤，外皮用薬剤，化のう性疾患用剤，寄
生性皮膚疾患用剤，殺菌消毒剤，収れん剤，消炎剤，鎮痛剤，鎮痒剤，てんか粉，皮膚
軟化剤 日本薬局方の薬用せっけん 日本薬局方の抗菌石鹸 毛髪用剤 薬用毛髪用
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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

2012-064972 株式会社東洋新薬

03,05

141

アトピュア

通常:
標準

2012/8/9

2012-064973 株式会社東洋新薬

03,05
142

ミスティックベリー

通常:
標準

2012/8/9

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

指定商品・役務

03

2012-064980 エステー株式会社

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

31／46

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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

143

うっとりヴィーナスフローラル

通常:
標準

2012/8/9

2012-064981 エステー株式会社

03,05
144

心やすらぐフレッシュハーブ

通常:
標準

2012/8/9

2012-064982 エステー株式会社

03,05
145

さわやかクリーンソープ

通常:
標準

2012/8/9

2012-064983 エステー株式会社

03,05
146

楽園のトロピカルシャワー

通常:
標準

2012/8/9

2012-064984 エステー株式会社

03,05
147

スパークルグレープ＼ＳＰＡＲＫ
通常
ＬＥ＼ＧＲＡＰＥ

2012/8/9

2012-064985 エステー株式会社

03,05
148

気分ウキウキ

通常:
標準

2012/8/9

2012-064986 エステー株式会社

03,05
149

気分スッキリ

通常:
標準

2012/8/9

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

2012-064987 エステー株式会社

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

指定商品・役務
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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 脱脂綿 ばんそうこう 包帯 包帯液 胸当てパ ド 歯科用材料 おむ
お
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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

32／46

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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

150

気分リラックス

通常:
標準

2012/8/9

2012-064988 エステー株式会社

03,05
151

気分うっとり

通常:
標準

2012/8/9

2012-064989 エステー株式会社

03,05
152

気分清らか

通常:
標準

2012/8/9

2012-064990 エステー株式会社

03,05
153

いつでもアロマ

通常:
標準

2012/8/9

2012-064991 エステー株式会社

03,05
154

コットンシャワー

通常:
標準

2012/8/9

2012-064992 エステー株式会社

03,05
155

ポケットコロン

通常:
標準

2012/8/9

2012-064993 エステー株式会社

03,05
156

どこでもアロマ

通常:
標準

2012/8/9

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

2012-064994 エステー株式会社

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

指定商品・役務
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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
【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，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。），その
他の薫料
【05】薬剤（農薬にあたるものを除く。），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。），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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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

Ｒｏｇｙｖｉｂ＼ロジィヴィブ

通常

2012/8/9

05
05

【05】手指用殺菌消毒剤，その他の薬剤

05

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

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜き剤，洗濯用柔軟剤，洗濯
用漂白剤，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，芳香剤

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜き剤，洗濯用柔軟剤，洗濯
用漂白剤，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，芳香剤

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜き剤，洗濯用柔軟剤，洗濯
用漂白剤，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，芳香剤

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜き剤，洗濯用柔軟剤，洗濯
用漂白剤，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，芳香剤

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜き剤，洗濯用柔軟剤，洗濯
用漂白剤，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，芳香剤

2012-065000 株式会社ウイルビー

05,29,30,32

158

159
160
161
162
163
164
165
166

亀田製▲菓▼∞Ｋ‐２

通常

通常:
標準
通常:
ＲＡＢＩＧＥＬ
標準
通常:
ＢＬＡＣＫ ＮＩＧＨＴ
標準
通常:
アロマ紀行
標準
通常:
プロヴァンスガーデンの香り
標準
通常:
カリビアンリゾートの香り
標準
ロマンティックアヴェニューの香 通常:
り
標準
通常:
プロヴァンスマルシェの香り
標準
ラビジェル

2012/8/9

2012-065135 亀田製菓株式会社

2012/8/10 2012-065139 健栄製薬株式会社
2012/8/10 2012-065140 健栄製薬株式会社
2012/8/10 2012-065160 株式会社ハーバー研究所
2012/8/10 2012-065170 ライオン株式会社
2012/8/10 2012-065171 ライオン株式会社
2012/8/10 2012-065172 ライオン株式会社
2012/8/10 2012-065173 ライオン株式会社
2012/8/10 2012-065174 ライオン株式会社

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

指定商品・役務
【35】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，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・腕章の小売又は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・ヘアネット・ヘアピ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，頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，つけづめ及びつけまつ毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，ヘアアイロ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，くしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式
のものを除く。）の小売又は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，電気式ヘ
アカ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，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，造花の小売又は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の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 つや出し剤の小売又は卸売の業
【05】植物性乳酸菌株（医療用のものに限る。），植物性乳酸菌を含有する薬剤
【29】植物性乳酸菌を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・ゼリー状または粉
状の加工食品，植物性乳酸菌を使用した乳製品，植物性乳酸菌を使用した肉製品，植物
性乳酸菌を使用した加工水産物，植物性乳酸菌を使用した加工野菜及び加工果実，植
物性乳酸菌を使用した油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆，植物性乳酸菌を
使用したカレー・シチューまたはスープのもと，植物性乳酸菌を使用したお茶漬けのり・ふ
りかけ
【30】植物性乳酸菌を使用した茶，植物性乳酸菌を使用したコーヒー及びココア，植物性
乳酸菌を使用した菓子及びパン，植物性乳酸菌を使用した穀物の加工品，植物性乳酸菌
を使用したぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・肉まんじゅう・ハンバーガー・
ピザ・べんとう・ホットドッグ・ミートパイ・ラビオリ，植物性乳酸菌を使用した酒かす，植物性
乳酸菌を使用した米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類
【32】植物性乳酸菌を使用した清涼飲料・果実飲料，植物性乳酸菌を使用した乳清飲料，
【05】手指用殺菌消毒剤，その他の薬剤

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）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

167

Ｆｌｅｕｒｉａ＼フルリア

通常

2012/8/10 2012-065175 ライオン株式会社

168

Ｆｌｅｕｒｉａ

通常:
標準

2012/8/10 2012-065176 ライオン株式会社

169

170

ＲＯＵＡＧＥ＼エクストラ３Ｄキー
通常
プ

高原の駅

通常:
標準

区分

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜き剤，洗濯用柔軟剤，洗濯
用漂白剤，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，芳香剤

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜き剤，洗濯用柔軟剤，洗濯
用漂白剤，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，芳香剤

03

【03】せっけん類，香料，薫料，化粧品，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛，口臭用消臭剤，
動物用防臭剤

35,43

【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，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，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
【03】せっけん類，歯磨き，マッサージ用オイル，化粧品，精油，アロマオイル，香料，薫料
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，胸当てパッド，母乳パッド，生理用パッ
ド，尿吸収ライナー，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，産褥用パッド，産褥用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯
液，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
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，母乳搾り器，綿棒，指サック，医療
用機械器具，医療用手袋，しびん，耳かき
【20】まくら，クッション，座布団，乳幼児用寝台
【24】布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物

2012/8/10 2012-065178 花王株式会社

2012/8/10 2012-065180 丸大食品工業株式会社

03,05,10,20,24,25

171

日本助産師会∞Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｍ
通常
ｉｄｗｉｖｅｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ

指定商品・役務

03

2012/8/10 2012-065184 社団法人日本助産師会

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

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

35／46

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,41

172

図形商標

通常

2012/8/10 2012-065185 庄内空港ビル株式会社

03,05

173

ロイヤルブーケの香り

通常:
標準

2012/8/10 2012-065192 小林製薬株式会社

03,05

174

リッチブーケの香り

通常:
標準

2012/8/10 2012-065193 小林製薬株式会社

35,44
175

黄色い＼ステッキ

通常

2012/8/10 2012-065196 株式会社ケイエムシー

176

パールグリコーゲン

通常:
標準

2012/8/10 2012-065197 御木本製薬株式会社

177

パールセラミド

通常:
標準

2012/8/10 2012-065198 御木本製薬株式会社

178

獣電戦隊キョウリュウジャー

通常:
標準

2012/8/10 2012-065210 東映株式会社

01,03,05
01,03,05
05

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

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

指定商品・役務
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及び
せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び
木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，芳香洗浄剤，その他のせっけん類，歯磨き，化粧品，香
料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香剤（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】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，生理用パンティ，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，つや出し剤，芳香洗浄剤，その他のせっけん類，歯磨き，化粧品，香
料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香剤（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】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，生理用パンティ，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
【35】介護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，介護
に従事する者のあっせん又は紹介
【44】訪問による介護，訪問看護，介護用リフトの貸与，介護用歩行器の貸与，介護用便
器の貸与，介護用おむつの貸与

【01】化学品
【03】化粧品，せっけん類，香料，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用食品
【01】化学品
【03】化粧品，せっけん類，香料，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用食品
【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，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，
乳児用粉乳，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

179

メンズコラーゲン

180

フルコート リペアヴェール

181

フルコート スキンリペア

182

Ｂ－ａｎａｌｙｓｔ

183

図形商標

種別

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常

184

図形商標

通常

185

ＤＡＴＡＭＥＮＡ

通常:
標準

186

シクラニリプロール＼Ｃｙｃｌａｎｉｌｉ
通常
ｐｒｏｌｅ

187

ＢＬＡＣＫ ＫＩＬＬＥＲ

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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，栄養補助食品，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児
用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【32】ビール，コラーゲンを加味してなる清涼飲料，その他の清涼飲料，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

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05,10

【05】薬剤
【10】医療用機械器具

05,10

【05】薬剤
【10】医療用機械器具

05,30,35

【05】サプリメント
【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，穀物の加工品，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの
大麦，食用粉類
【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，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，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
【35】コンピュータ化されたデータの保管，データの保管（物理的な保管を除く。），事業に
関するデータの保管，テレコミュニケーションウェアハウジング，コンピュータ化されたデー
タの保管及び検索
【38】電気通信
【05】薬剤

2012/8/10 2012-065235 森永製菓株式会社

2012/8/10 2012-065256 田辺三菱製薬株式会社
2012/8/10 2012-065257 田辺三菱製薬株式会社
2012/8/10 2012-065259 ローム株式会社

2012/8/10 2012-065260 ローム株式会社

2012/8/10 2012-065261 ティーライフ株式会社

エミレーツ インテグレーテッド テレ 35,38
2012/8/10 2012-065276 コミュニケーションズ カンパニー
ピージェーエスシー
05
2012/8/10 2012-065307 石原産業株式会社

05,30
2012/8/10 2012-065310 株式会社ハーバー研究所
35

188

ＲＡＦＦＩＮＥ

通常

指定商品・役務

05,32

2012/8/10 2012-065321 新日本製薬 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/

【05】医療用口腔洗浄剤，薬剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児
用飲料，乳幼児用食品
【30】口中清涼効果を有する菓子，口臭を消すための菓子，茶，コーヒー，ココア，菓子，パ
ン，調味料，香辛料，穀物の加工品，即席菓子のもと
【35】広告，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，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，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，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，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）その他の身の回
り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，健康食品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

189

§ＲＡｆｆＩＮＥ

通常

2012/8/10 2012-065323 新日本製薬 株式会社

190

サンドイッチ効果

通常:
標準

2012/8/10 2012-065440 大日本除蟲菊株式会社

191

防虫アロマ配合＼１年＼防虫

通常

区分

指定商品・役務

35

【35】広告，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，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，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，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，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）その他の身の回
り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，健康食品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

03,05

【03】香料，薫料
【05】薬剤

03,05

【03】防虫効果を有する香料，防虫効果を有する薫料
【05】衣類用防虫剤，その他の防虫効果を有する薬剤

01,05,10

【01】カートリッジに充填した化学用試薬，その他の化学品，試験紙
【05】診断薬，その他の薬剤
【10】医療用診断装置，医療用測定装置，医療用検査装置，その他の医療用機械器具

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属
【03】マウスリンス，口内洗浄剤（医療用のものを除く），マウスウォッシュ，歯磨き，練り歯
磨き，薬用歯磨き
【05】薬剤，医療用マウスリンス，医療用口腔洗浄液，医療用マウスウォッシュ，医療用歯
磨き，医療用練り歯磨き

2012/8/10 2012-065441 大日本除蟲菊株式会社

192

ＥＶＡＳＥＰ＼エバセップ

通常

2012/8/10 2012-065462 扶桑薬品工業株式会社

193

プロウォッシュ

通常:
標準

2012/8/10 2012-065463 ロート製薬株式会社

194

ブイセブン

通常:
標準

2012/8/10 2012-065466 ロート製薬株式会社

195

ＴＨＥ ＮＡＴＵＲＡＬ ＤＥＮＴＩＳＴ

通常:
標準

2012/8/10 2012-065477

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。

コールドウェル コンシューマー ヘ
ルス エルエルシー， ディービー
エー リバイブ パーソナル プロダ
クツ カンパニー

03,05

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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
35,37,42,44

196

§Ａ＼ｍｅｎｉｃａｒｅ Ｓ ｅｒｖｉｃｅ

通常

2012/8/10 2012-065495 三井化学アグロ株式会社

35,37,42,44

197

図形商標

通常

2012/8/10 2012-065496 三井化学アグロ株式会社

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

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

指定商品・役務
【35】かび除去剤・防かび剤・殺菌剤用添加剤・殺虫剤用添加剤・油用化学添加剤・備長
竹炭を用いた調湿剤その他の化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，木材保存剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，工業用・商用建造物の床下用・屋根裏用その他の業務用換気装置及びその
他の暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，住
宅の床下用・屋根裏用・押入れ用その他の家庭用換気装置及びその他の家庭用電熱用
品類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，シロアリ駆除
剤・ゴキブリ駆除剤・ねずみ駆除剤・防虫剤・害虫駆除剤その他の有害動物駆除剤及び防
腐剤その他の薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【37】床下換気扇取付工事，床下調湿剤敷設工事，有害動物の防除のための塗装工事・
内装仕上工事・防水工事・管工事，その他の建築・建設工事，床下換気扇取付工事・床下
調湿剤敷設工事及び有害動物の防除のための塗装工事・内装仕上工事・防水工事・管工
事・その他の建築工事に関する助言，換気扇の修理又は保守，空調設備の修理又は保
守，その他の暖冷房装置の修理又は保守，空調設備の清掃，有害動物の防除のための
建築物の外壁の清掃・窓の清掃・床敷物の清掃及び床磨き，その他の建築物の外壁の
清掃・窓の清掃・床敷物の清掃及び床磨き，有害動物の防除のための空調ダクト内の清
掃，建築物の外部及び内部の清掃に関する助言・情報の提供，シロアリ・ゴキブリ・ねず
みその他の有害動物の駆除・防除（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），建築物内
部の除菌・殺菌・防カビ又は消臭処理
【42】かび除去剤・防かび剤・殺菌剤用添加剤・殺虫剤用添加剤・油用化学添加剤・備長
竹炭を用いた調湿剤その他の化学品及び木材保存剤に関する試験・検査・分析・調査及
び研究開発，シロアリ駆除剤・ゴキブリ駆除剤・ねずみ駆除剤・防虫剤・害虫駆除剤その
他の有害動物駆除剤及び防腐剤その他の薬剤に関する試験・検査・分析・調査及び研究
開発，その他の医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築物における空調
フィルターリーク測定 建築物における浮遊微粒子数測定 建築物における温湿度測定
【35】かび除去剤・防かび剤・殺菌剤用添加剤・殺虫剤用添加剤・油用化学添加剤・備長
竹炭を用いた調湿剤その他の化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，木材保存剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，工業用・商用建造物の床下用・屋根裏用その他の業務用換気装置及びその
他の暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，住
宅の床下用・屋根裏用・押入れ用その他の家庭用換気装置及びその他の家庭用電熱用
品類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，シロアリ駆除
剤・ゴキブリ駆除剤・ねずみ駆除剤・防虫剤・害虫駆除剤その他の有害動物駆除剤及び防
腐剤その他の薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【37】床下換気扇取付工事，床下調湿剤敷設工事，有害動物の防除のための塗装工事・
内装仕上工事・防水工事・管工事，その他の建築・建設工事，床下換気扇取付工事・床下
調湿剤敷設工事及び有害動物の防除のための塗装工事・内装仕上工事・防水工事・管工
事・その他の建築工事に関する助言，換気扇の修理又は保守，空調設備の修理又は保
守，その他の暖冷房装置の修理又は保守，空調設備の清掃，有害動物の防除のための
建築物の外壁の清掃・窓の清掃・床敷物の清掃及び床磨き，その他の建築物の外壁の
清掃・窓の清掃・床敷物の清掃及び床磨き，有害動物の防除のための空調ダクト内の清
掃，建築物の外部及び内部の清掃に関する助言・情報の提供，シロアリ・ゴキブリ・ねず
みその他の有害動物の駆除・防除（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），建築物内
部の除菌・殺菌・防カビ又は消臭処理
【42】かび除去剤・防かび剤・殺菌剤用添加剤・殺虫剤用添加剤・油用化学添加剤・備長
竹炭を用いた調湿剤その他の化学品及び木材保存剤に関する試験・検査・分析・調査及
び研究開発，シロアリ駆除剤・ゴキブリ駆除剤・ねずみ駆除剤・防虫剤・害虫駆除剤その
他の有害動物駆除剤及び防腐剤その他の薬剤に関する試験・検査・分析・調査及び研究
開発，その他の医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築物における空調
フィルターリーク測定 建築物における浮遊微粒子数測定 建築物における温湿度測定
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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
35,37,42,44

198

アメニケア＼Ａｍｅｎｉｃａｒｅ

通常

ファーブル デルマトロ

05

ファーブル デルマトロ

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

ファーブル デルマトロ

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

ファーブル デルマトロ

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

2012/8/10 2012-065497 三井化学アグロ株式会社

35,37,42,44

199

ホームアメニティ＼ＨｏｍｅＡｍｅ
通常
ｎｉｔｙ

200

ヘマンジオール

201

ヘマンジオル

202

エマンジオール

203

エマンジオル

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/8/10 2012-065498 三井化学アグロ株式会社

ピエール
ジー
ピエール
2012/8/10 2012-065512
ジー
ピエール
2012/8/10 2012-065513
ジー
ピエール
2012/8/10 2012-065514
ジー
2012/8/10 2012-065511

※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】かび除去剤・防かび剤・殺菌剤用添加剤・殺虫剤用添加剤・油用化学添加剤・備長
竹炭を用いた調湿剤その他の化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，木材保存剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，工業用・商用建造物の床下用・屋根裏用その他の業務用換気装置及びその
他の暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，住
宅の床下用・屋根裏用・押入れ用その他の家庭用換気装置及びその他の家庭用電熱用
品類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，シロアリ駆除
剤・ゴキブリ駆除剤・ねずみ駆除剤・防虫剤・害虫駆除剤その他の有害動物駆除剤及び防
腐剤その他の薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【37】床下換気扇取付工事，床下調湿剤敷設工事，有害動物の防除のための塗装工事・
内装仕上工事・防水工事・管工事，その他の建築・建設工事，床下換気扇取付工事・床下
調湿剤敷設工事及び有害動物の防除のための塗装工事・内装仕上工事・防水工事・管工
事・その他の建築工事に関する助言，換気扇の修理又は保守，空調設備の修理又は保
守，その他の暖冷房装置の修理又は保守，空調設備の清掃，有害動物の防除のための
建築物の外壁の清掃・窓の清掃・床敷物の清掃及び床磨き，その他の建築物の外壁の
清掃・窓の清掃・床敷物の清掃及び床磨き，有害動物の防除のための空調ダクト内の清
掃，建築物の外部及び内部の清掃に関する助言・情報の提供，シロアリ・ゴキブリ・ねず
みその他の有害動物の駆除・防除（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），建築物内
部の除菌・殺菌・防カビ又は消臭処理
【42】かび除去剤・防かび剤・殺菌剤用添加剤・殺虫剤用添加剤・油用化学添加剤・備長
竹炭を用いた調湿剤その他の化学品及び木材保存剤に関する試験・検査・分析・調査及
び研究開発，シロアリ駆除剤・ゴキブリ駆除剤・ねずみ駆除剤・防虫剤・害虫駆除剤その
他の有害動物駆除剤及び防腐剤その他の薬剤に関する試験・検査・分析・調査及び研究
開発，その他の医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築物における空調
フィルターリーク測定 建築物における浮遊微粒子数測定 建築物における温湿度測定
【35】かび除去剤・防かび剤・殺菌剤用添加剤・殺虫剤用添加剤・油用化学添加剤・備長
竹炭を用いた調湿剤その他の化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，木材保存剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，工業用・商用建造物の床下用・屋根裏用その他の業務用換気装置及びその
他の暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，住
宅の床下用・屋根裏用・押入れ用その他の家庭用換気装置及びその他の家庭用電熱用
品類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，シロアリ駆除
剤・ゴキブリ駆除剤・ねずみ駆除剤・防虫剤・害虫駆除剤その他の有害動物駆除剤及び防
腐剤その他の薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【37】床下換気扇取付工事，床下調湿剤敷設工事，有害動物の防除のための塗装工事・
内装仕上工事・防水工事・管工事，その他の建築・建設工事，床下換気扇取付工事・床下
調湿剤敷設工事及び有害動物の防除のための塗装工事・内装仕上工事・防水工事・管工
事・その他の建築工事に関する助言，換気扇の修理又は保守，空調設備の修理又は保
守，その他の暖冷房装置の修理又は保守，空調設備の清掃，有害動物の防除のための
建築物の外壁の清掃・窓の清掃・床敷物の清掃及び床磨き，その他の建築物の外壁の
清掃・窓の清掃・床敷物の清掃及び床磨き，有害動物の防除のための空調ダクト内の清
掃，建築物の外部及び内部の清掃に関する助言・情報の提供，シロアリ・ゴキブリ・ねず
みその他の有害動物の駆除・防除（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），建築物内
部の除菌・殺菌・防カビ又は消臭処理
【42】かび除去剤・防かび剤・殺菌剤用添加剤・殺虫剤用添加剤・油用化学添加剤・備長
竹炭を用いた調湿剤その他の化学品及び木材保存剤に関する試験・検査・分析・調査及
び研究開発，シロアリ駆除剤・ゴキブリ駆除剤・ねずみ駆除剤・防虫剤・害虫駆除剤その
他の有害動物駆除剤及び防腐剤その他の薬剤に関する試験・検査・分析・調査及び研究
開発，その他の医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築物における空調
フィルターリーク測定 建築物における浮遊微粒子数測定 建築物における温湿度測定
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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
01,05

204

キャビアプラセンタ

通常:
標準

2012/8/10 2012-065570 株式会社ＣＡＲＲＹ
03,05

205

§ＰＹＲ

通常

指定商品・役務
【01】化学品，食品添加剤として用いられる化学品，チョウザメの卵巣外皮より抽出したペ
プチド，ペプチドを主成分とする食品添加剤（化学品に属するものに限る。），化粧品原料
用ペプチド，ペプチドを主成分とする化粧品添加剤，コラーゲン，工業用粉類，タンパク質
（原料），植物成長調整剤類，肥料
【05】薬剤，サプリメント，医療用食品添加剤
【03】スキンローション・クリーム又はジェル状の痩身美容用化粧品（薬剤に属するものを
除く。），痩身用化粧品，化粧品，せっけん類，歯磨き，香水，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【05】痩身用薬剤・栄養補助食品，サプリメント

2012/8/10 2012-065574 株式会社リンクス

03,07,09,11,29,32,3 【03】家庭用のブリューイングマシーンを洗浄するためのディカルシファイイング剤，家庭用
のコーヒーを入れるためのマシーンを洗浄するためのディカルシファイイング剤，その他の
8

206

図形商標

通常

2012/8/10 2012-065579 スターバックス・コーポレイション

207

山芋習慣

通常:
標準

2012/8/10 2012-065588 日本ケフィア株式会社

ＤＩＧＩＦＡＢ

通常:
標準

ビーティージー インターナショナル
2012/8/11 2012-065605
インコーポレイテッド

05
05

208

01,05
209

ＡｓｔａＳｕｐｒｅｍｅ

通常:
標準

2012/8/11 2012-065608 株式会社アクスマンナ

03,05
210

§ＲｅｄＤｏｇ

通常

2012/8/6

※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。

2012-066388

深▲セン▼市沃森▲ボウ▼易有限
公司

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

ディカルシファイイング剤，家庭用のブリューイングマシーンを洗浄するための脱灰剤，家
庭用のコーヒーを入れるためのマシーンを洗浄するための脱灰剤，その他の脱灰剤，家
庭用のブリューイングマシーンを洗浄するための石灰除去剤，家庭用のコーヒーを入れる
ためのマシーンを洗浄するための石灰除去剤，その他の石灰除去剤，家庭用のブリュー
イングマシーンを洗浄するためのディスケーリング剤，家庭用のコーヒーを入れるための
マシーンを洗浄するためのディスケーリング剤，その他のディスケーリング剤，家庭用のブ
リューイングマシーンを洗浄するためのスケール除去剤，家庭用のコーヒーを入れるため
のマシーンを洗浄するためのスケール除去剤，その他のスケール除去剤，家庭用のブ
リューイングマシーンを洗浄するための湯あか除去剤，家庭用のコーヒーを入れるための
マシーンを洗浄するための湯あか除去剤，その他の湯あか除去剤，家庭用のブリューイ
ングマシーン用の洗浄剤，家庭用のコーヒーを入れるためのマシーン用の洗浄剤，その
他の洗浄剤，家庭用のブリューイングマシーン用のクリーナー，家庭用のコーヒーを入れ
るためのマシーン用のクリーナー，その他のクリーナー，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
【07】家庭用電気コーヒーグラインダー，業務用電気コーヒーグラインダー，電気式ミルクフ
ローサー，自動販売機，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，業務用攪はん混合
機，業務用皮むき機，業務用切さい機，業務用食器洗浄機，家庭用食器洗浄機，その他
の食器洗浄機，電気ミキサー
【09】オーディオデータをオーサリング・ダウンロード・送信・受信・編集・抽出・エンコード・
【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。）
【05】ジゴキシン，ジギタリスその他の心臓作用性グリコシド毒性治療用の薬剤及び動物
用薬剤，妊娠高血圧腎症治療用の薬剤及び動物用薬剤，医療用又は獣医科用の治療診
断用化学試薬，ジゴキシン，ジギタリスその他の心臓作用性グリコシド毒性治療用及び妊
娠高血圧腎症治療用の化学的製剤，ジゴキシン，ジギタリスその他の心臓作用性グリコ
シド毒性治療用及び妊娠高血圧腎症治療用の医療用化学的製剤及び薬剤，その他の薬
【01】化学品，植物・藻類・微生物・酵母・海棲動物から抽出したカロチノイド類を主成分と
するオイル状及び粉末状の食品添加物（化学品に属するものに限る。），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，パルプ
【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，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。），カロチノイ
ド類を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉状・固体状・半固体状・液状・
【03】合成飼料，海藻類，飼料，ペットフード，飼料用タンパク，配合飼料，混合飼料，米ぬ
か，しょうゆかす，大豆油かす
【05】薬剤，動物用製剤，生物学的製剤，化学療法製剤，栄養補助用飼料添加物，たんぱ
くアミノ酸製剤，滋養強壮変質剤，食品強化剤，ビタミン剤，抗生物質製剤
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

211

212

商標（見本）

商標

ｉＣｏｓｍｅ

ｉＣｏｓｍｅ＼ｆｏｒ ｅｓ

種別

通常

通常

出願日

2012/8/6

2012/8/6

出願番号

出願人／権利者

通常

2012/8/6

2012-066411 エス株式会社

214

ラククリック

通常:
標準

2012/8/6

2012-066807 東光薬品工業株式会社

215

ラクフィック

通常:
標準

2012/8/6

2012-066808 東光薬品工業株式会社

216

タイヨーメディケア

2012/8/6

2012-066819 株式会社タイヨーラボ

217

ＴＡＩＹＯＭＥＤＩＣＡＲＥ

2012/8/6

2012-066828 株式会社タイヨーラボ

図形商標

通常

03

【03】せっけん類，香料，化粧品，薫料，歯磨き，口臭用消臭剤

03

【03】せっけん類，香料，化粧品，薫料，歯磨き，口臭用消臭剤

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，歯科用材料，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用
食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【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，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
【05】ビタミン剤，アミノ酸剤，カルシウム剤，食品強化剤，滋養強壮変質剤，その他の薬
剤，食事療法用食品

2012-066410 エス株式会社

ｉＣｏｓｍｅ＼アイコスメ

218

05

2012/8/7

※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，香料，化粧品，薫料，歯磨き，口臭用消臭剤

2012-066409 エス株式会社

213

通常:
標準
通常:
標準

区分
03

05
05

【05】ビタミン剤，アミノ酸剤，カルシウム剤，食品強化剤，滋養強壮変質剤，その他の薬
剤，食事療法用食品

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，酒類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料
及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・
コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手
動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 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

2012-067590 高鍋商工会議所

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）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.
219

220

商標（見本）

商標
ＦＵＪＩＳＵＮＯＲＧＡＮＩＣＳ

Ｐ＆Ｂ

種別

出願日

通常:
標準

2012/8/8

通常

出願番号

出願人／権利者

2012-067619 有限会社伸和商店

ＣＪＦ

通常

2012/8/10 2012-068007 蔡 進飛

222

パワフルトリガー

通常:
標準

2012/8/10 2012-068025 住友化学園芸株式会社

224

図形商標

いいくらしネット

通常

通常

2012/8/9

2012/8/9

【03】化粧品，せっけん類，かつら装置用接着剤，つけまつげ用接着剤，口臭用消臭剤
【05】サプリメント

03,05

【03】化粧品，せっけん類，かつら装置用接着剤，つけまつげ用接着剤，口臭用消臭剤
【05】サプリメント

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤，サプリメント

35,37,39,45

05

【35】多用途洗剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
ドッグフ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，愛玩動
物用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動
物用のシャンプ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，
石けん用ディスペンサ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，除菌消臭効果を有する洗浄剤（製造工程用及び医療用のものを除く。）の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【37】建築物内部の除菌・殺菌・防カビ又は消臭処理，一般家庭内の部屋の清掃，引越後
の建物内外の清掃，改築・修繕の工事，排水管の洗浄
【39】車両による高齢者・心身障害者・心身障害児並びにその付き添い人等の輸送，一般
廃棄物・産業廃棄物の車両による輸送
【05】衣類・織物・カーペット・靴・ブーツなどの防菌、防臭剤

05

【05】消臭剤

03,05

【03】せっけん類
【05】衣類用防カビ剤，掃除用防カビ剤，敷物用防カビ剤

2012-068041 株式会社イーリンクス

無臭の清潔

通常

2012/8/9

2012-068042 有限会社九州光洋

226

モウソウ君

通常:
標準

2012/8/9

2012-068046 中山 栄治

カビストップ＼かびすとっぷ＼カ
通常
ビすとっぷ＼ｋａｂｉｓｔｏｐ

03,05

2012-068030 北日本製薬株式会社

225

227

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，薫料
【29】加工野菜及び加工果実

2012/8/10 2012-068006 蔡 進飛

221

223

区分
03,29

2012/8/10 2012-068430 株式会社ピュアソン

※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）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

228

229

商標（見本）

商標

グリーンマグマ

ＧＲＥＥＮ ＭＡＧＭＡ

種別

通常

通常

出願日

2012/8/9

2012/8/9

出願番号

出願人／権利者

区分

【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
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，サプリメント，乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）

05

【05】薬剤，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。）

01,05

【01】植物成長促進剤，植物成長調整剤類，肥料，園芸用農薬（殺菌剤、除草剤、殺虫剤
及び寄生生物駆除剤を除く。）
【05】薬剤
【03】洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，口臭用消臭剤，
動物用防臭剤，せっけん類，愛玩動物用シャンプー，洗い粉，髪洗い粉，クレンザー，化
粧せっけん，工業用せっけん，シャンプー，石油系合成洗剤，洗濯せっけん，磨き粉，水
せっけん，薬用せっけん，歯磨き，化粧品，化粧水，頭髪用化粧品，身体用防臭剤，香水
類，パック用化粧料，香料

2012-068446 日本薬品開発株式会社

2012-068447 日本薬品開発株式会社

230

バーリィグリーン＼ＢＡＲＬＥＹＧ
通常
ＲＥＥＮ

2012/8/9

2012-068448 日本薬品開発株式会社

231

目覚める遺伝子

通常:
標準

2012/8/9

2012-068495 山陰建設工業株式会社

03
232

シャボンスイーツ

通常

2012/8/10 2012-068497 武内 浩子

03,09

233

ＪＥＡＮ ＤＥＳＳＥＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/6

2012-357776 Ｓｔａｒｄｕｓｔ Ｃａｐｉｔａｌ

03,14,18,25

234

ＥＬＥＶＥＮ ＰＡＲＩＳ

マド
プロ:
通常

2012/8/6

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

指定商品・役務

05

2012-357868 ＥＬＥＶＥＮ

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

【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.
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic recording media, sound recording or optical
discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers; calculating machines; data processing equipment and
【03】Soap; perfumes; essential oils; cosmetics; hair lotions; cosmetic creams and
cosmetic lotions for the face and body; make-up preparations; make-up removing
preparations; beauty masks.
【14】Jewelry; jewelry products; precious stones; timepieces and chronometric
instruments; precious metals and their alloys; jewelry cases [caskets]; boxes of precious
metal; bracelets (jewelry), chains (jewelry); earrings; necklaces (jewelry); brooches
(jewelry); rings (jewelry); key rings (trinkets or fobs); fashion jewelry; cases or
presentation cases for timepieces.
【18】Leather and imitation leather; trunks and traveling bags; umbrellas; wallets; purses
(coin purses); handbags, backpacks, shopping bags; bags or small bags (envelopes,
pouches) of leather for packaging; key cases (leather goods); travel bags; beach bags;
vanity cases (empty).
【25】Clothing; underwear; socks; tights; slippers; footwear; headgear; belts (clothing); furs
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.08.05～2012.08.11.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
03,04,25

235

ＳＯＣＡＬ

マド
プロ:
通常:
標準

ＨＯＰＥ ＩＮ Ａ ＳＴＩＣＫ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/8

2012-358087

Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ ＆ Ｆｉｔｃｈ Ｅｕｒｏｐｅ
ＳＡ

03
236

237

238

239

240

マド
ＹＯＵ ＡＲＥ ＬＩＶＩＮＧ ＰＲＯＯ プロ:
通常:
Ｆ
標準

Ｉ ＡＭ ＬＩＶＩＮＧ ＰＲＯＯＦ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
ＹＯＵ ＡＲＥ ＴＨＥ ＬＩＶＩＮＧ Ｐ プロ:
通常:
ＲＯＯＦ
標準

マド
￠ＰＯＵＲ ＵＮ ＭＯＮＤＥ ＰＬ
プロ:
ＵＳ ＬＥＧＥＲ
通常

指定商品・役務
【03】Cosmetics and toiletries, hair care preparations, perfumery, perfumes and ethereal
essences (other than perfumes used as cosmetics or toiletries), essential oils; soaps for
personal use and detergents; dentifrices; false nails, false eyelashes, adhesives for
attaching false hair; adhesives for attaching false eyelashes.
【04】Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting.
【25】Clothing, sportswear; footwear (other than footwear for sports), footwear for sports;
hoods, headgear; belts for clothing.
【03】化粧品，頭髪用化粧品，香料、薫料及び香水類，香水及び精油（エーテルを用いて
採取したものに限る。）（化粧品として使用される香水を除く。），精油，身体用せっけん及
び洗剤，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛，つけ毛装着用接着剤，つけまつ毛装着用接着剤
【04】工業用の油及び油脂，潤滑剤，塵埃吸収剤，塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤，燃料（原
動機用燃料を含む。）及びイルミナント，照明用のろうそく及び灯芯
【25】被服，スポーツウエア，履物及び運動用特殊靴（運動用履物を除く），運動用履物，
ずきん，帽子，ベルト
【03】Cosmetics.
【03】化粧品

2012/8/10 2012-358090 Ｃｏｔｙ ＵＳ ＬＬＣ

2012/8/9

2012/8/9

03

【03】Cosmetics and cosmetic preparations; hair care preparations; non-medicated
toiletries.
【03】化粧品及び化粧剤，頭髪用化粧品，薬用でない化粧品，せっけん類，歯磨き

03

【03】Cosmetics and cosmetic preparations; hair care preparations; non-medicated
toiletries.
【03】化粧品及び化粧剤，頭髪用化粧品，薬用でない化粧品，せっけん類，歯磨き

03

【03】Cosmetics and cosmetic preparations; hair care preparations; non-medicated
toiletries.
【03】化粧品及び化粧剤，頭髪用化粧品，薬用でない化粧品，せっけん類，歯磨き

03

【03】Perfumery and particularly perfumes, eaux de toilette, eaux de Cologne; deodorants
for personal use; cosmetics, lotions and gels for body and face cleansing.
【03】香料類及び香水類並びに特に香水，オードトワレ，オーデコロン，身体防臭用化粧
品，身体及び顔の洗浄用の化粧品・ローション及びジェル

2012-358152 Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｒｏｏｆ， Ｉｎｃ．

2012-358153 Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｒｏｏｆ， Ｉｎｃ．

2012/8/10 2012-358156 Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｒｏｏｆ， Ｉｎｃ．

2012/8/6

※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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241

242

243

244

245

246

247

商標（見本）

商標

種別

ＣＲＥＡＴＩＯＮＳ ＰＯＵＲ ＵＮ
ＭＯＮＤＥ ＰＬＵＳ＼ＢＥＡＵ

マド
プロ:
通常

ＳＴＩＭＵＶＡＹ

マド
プロ:
通常:
標準

ＳＴＩＭＵＶＡＭ

マド
プロ:
通常:
標準

ＣＯＬＯＲ １

マド
プロ:
通常:
標準

ＧＯＦＬＥＸ

マド
プロ:
通常:
標準

ＴＡＤＪＥＮＩＯ

マド
プロ:
通常:
標準

§Ａ＼ＡＲＥＶＡ

マド
プロ:
通常

出願日

2012/8/6

2012/8/7

2012/8/7

2012/8/6

2012/8/7

2012/8/6

2012/8/7

※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】Soaps, shampoos, milks and toiletries in general, perfumery and particularly
perfumes, eaux de toilette, deodorants for personal use; cosmetics, lipsticks, nail polish,
make-up preparations, care preparations for non-medical use.
【03】せっけん，シャンプー，乳液並びに化粧品・せっけん類・歯磨き（一般的なもの），香料
類及び香水類並びに特に香水，オードトワレ，身体防臭用化粧品，化粧品，口紅，ネイル
エナメル，メイクアップ用化粧品，手入れ用剤（医療用のものを除く）

05

【05】Pharmaceutical preparations for human use in the field of oncology.
【05】腫瘍の分野における人用の薬剤

05

【05】Pharmaceutical preparations for human use in the field of oncology.
【05】腫瘍の分野における人用の薬剤

03

【03】Hair lotions; preparations for caring, cleaning, tinting, coloring, bleaching, fixing hair.
【03】ヘアーローション，毛髪の手入れ用・清浄用・着色用・染毛用・脱色用・固定用剤

05

【05】Nutritional supplements; pain relief cream.
【05】栄養補助食品，疼痛緩和クリーム

05

【05】Pharmaceutical preparations.
【05】薬剤（医薬用のもの）

05,42

【05】Pharmaceutical preparations for nuclear medicine and medical imaging; diagnostic
preparations for medical purposes, particularly for locating malignant tumors within the
human body.
【42】Engineers' and laboratory work and management of scientific and technological
projects in the fields of energy including renewable energies, efforts to combat climate
change, including in particular wind power, biomass, solar power, fuel cells, gas and biogas
generators, mines gases, industrial heat recovery, water; research, development,
analyses, studies and concept design in the field of energy, including in particular the
sectors of renewable energies and efforts to combat climate change; research and
development, analyses, studies and concept design relating to pharmaceutical products
and the components of pharmaceutical products; advice, expert reports and materials
testing in the field of energy, including in particular the fields of renewable energies and

2012-358462 ＫＥＮＺＯ

2012-358641 Ｍｅｒｃｋ ＫＧａＡ

2012-358642 Ｍｅｒｃｋ ＫＧａＡ

2012-358707 Ｈｅｎｋｅｌ ＡＧ ＆ Ｃｏ． ＫＧａＡ

2012-358838

2012-359062

ＮＡＣ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ， Ｌ
ＬＣ

Ｂｏｅｈｒｉｎｇｅｒ Ｉｎｇｅｌｈｅｉｍ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ ＧｍｂＨ

2012-360011 ＡＲＥＶＡ
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商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,10

248

§Ｃ

マド
プロ:
通常

ＭＯＮＯＢＯＮＤ Ｎ

マド
プロ:
通常:
標準

ＵＰＭ ＢｉｏＶｅｒｎｏ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/10 2012-360403 ＤｅｇｕＤｅｎｔ ＧｍｂＨ

05
249

2012/8/9

2012-360570 Ｉｖｏｃｌａｒ Ｖｉｖａｄｅｎｔ ＡＧ

04,35,37
250

2012/8/7

※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。

2012-360576 ＵＰＭ－Ｋｙｍｍｅｎｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
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指定商品・役務
【05】Material for stopping teeth, dental wax; composites (dental plastics); dental ceramic
materials; dental alloys; dental materials for the manufacture of dental prosthesis and
dental braces; semi-finished goods, namely blanks and dental materials consisting of
ceramic or metal for the manufacture of dental prosthesis and dental braces; blank made
of presintered metal powder for the manufacture of dental prosthesis and dental braces.
【10】Surgical and dental apparatus and instruments; dental prosthesis, namely implants,
artificial teeth, dentures, dental brackets, pins for artificial teeth.
【05】歯科用充てん材料，歯科用ワックス，複合材料（歯科用プラスチック），歯科用セラ
ミックス製材料，歯科用合金，義歯及び歯科用矯正器の製造用の歯科用材料，半加工
品、すなわち義歯及び歯科用矯正器の製造用のセラミック製又は金属製の未加工品及び
歯科用材料，義歯及び歯科用矯正器の製造用の予備焼結した金属粉からなる未加工品
【10】外科用及び歯科用の器具，義歯、すなわちインプラント，義歯，義歯，歯科用ブラケッ
ト，人工歯根
【05】Materials for dentistry, namely materials and accessories for the manufacture of
crowns and bridges; dental inlays; dental luting materials; materials for the cavity
treatment; dental materials used in acid etching and for preventing caries; adhesive
agents for dentistry; dental cements; dental adhesives; cavity lining materials; metal
primers.
【05】歯科用材料、すなわち人工歯冠及び架工義歯の製造用の材料及び付属品，歯科用
インレー，歯科用合着材，虫歯の治療用材料，酸腐蝕用及び虫歯の防止用の歯科用材
料，歯科用接着剤，歯科用セメント，歯科用接着剤，虫歯の穴の裏装用の材料，金属プラ
イマ
【04】Fuels,
biofuels, biodiesel fuels.
【35】Retail and whole sales of fuels, biofuels and biodiesels; commercial intermediary
services of fuels, biofuels and biodiesels.
【37】Refuelling services for vehicles, aircrafts, ships and boats.
【04】燃料電池，バイオ燃料，バイオディーゼル燃料
【35】燃料・バイオ燃料及びバイオディーゼルの小売及び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・バイオ燃料及びバイオディーゼルの商業に関する仲介
【37】乗物・飛行機・船舶及びボートの給油

