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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）
1

2

3

4

5

6

7

8

商標
リジュヴィナ

Ｓｕｃｅｆｕｌ＼サイスフル

Ｍｏｄａｍｏｕｉｒ＼モダムール

Ｓｈｉｎｅａｒｙ＼シャイナリー

ＬＥＶＥＮＵＥ＼レブニュー

Ａｌｌｓａｖｅ＼オールセーブ

Ｓｈｅｌｌｅｌｌａ＼シェレーラ

ＬＵＦＩＱＵＥ＼ルフィーク

種別
通常:
標準

通常

通常

通常

通常

通常

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03,05

指定商品・役務

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，
つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳
幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

2012/8/12 2012-065612 ライフフォース株式会社

2012/8/13 2012-065614 株式会社ヤクルト本社

2012/8/13 2012-065615 株式会社ヤクルト本社

2012/8/13 2012-065616 株式会社ヤクルト本社

2012/8/13 2012-065617 株式会社ヤクルト本社

2012/8/13 2012-065618 株式会社ヤクルト本社

2012/8/13 2012-065619 株式会社ヤクルト本社

2012/8/13 2012-065620 株式会社ヤクルト本社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

9

10

11

12

13

14

15

商標

ＲＥＶＥＤＯＲ＼レブドール

Ｊｕｎｅｐｈｙ＼ジュネフィー

ＭＩＬＭＯ＼ミルモ

Ｏｈｋｉｓｓ＼オーキス

ＲＥＦＲＥＳＨＴＩＭＥ＼リフレッ
シュタイム

さゆき＼茶結肌

種別

通常

通常

通常

通常

通常

通常

§ＮＡＰＬＥＳ＼ＳＯＡＰ ＣＯＭＰ
ＡＮＹ＼ＮＡＴＵＲＡＬＬＹ ＢＥＴＴ 通常
ＥＲ＼ＳＫＩＮ ＣＡＲＥ

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品

03,05

【03】せっけん類，化粧品
【05】薬剤

03

【03】せっけん類，化粧品

03

【03】せっけん類，化粧品，固形せっけん，個人用せっけん，身体の手入れのためのせっ
けん，髪用せっけん，天然手作り固形せっけん，ボディーローション，化粧水，浴用ロー
ション，ハンドローション，顔及び身体の手入れのためのローション，バスビーズ，バスソル
ト，バスボム，シャンプー，固形シャンプー，顔及び手用保湿化粧品，非薬用の顔及び目
用美容液，アイクリーム，フェイスクリーム，非薬用の肌用ソルトスクラブ

2012/8/13 2012-065621 株式会社ヤクルト本社

2012/8/13 2012-065622 株式会社ヤクルト本社

2012/8/13 2012-065623 株式会社ヤクルト本社

2012/8/13 2012-065624 株式会社ヤクルト本社

2012/8/13 2012-065625 株式会社ヤクルト本社

2012/8/13 2012-065637 井ヶ田製茶株式会社

2012/8/13 2012-065670

※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。

ネイプルス ソープ ホールセール
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：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

16

§ＮＡＰＬＥＳ＼ＳＯＡＰ ＣＯＭＰ
通常
ＡＮＹ

17

ヒアロブロック

18

越中動画本舗

通常:
標準

通常:
標準

出願日

出願番号

2012/8/13 2012-065671

出願人／権利者

区分

【03】せっけん類，化粧品，固形せっけん，個人用せっけん，身体の手入れのためのせっ
けん，髪用せっけん，天然手作り固形せっけん，ボディーローション，化粧水，浴用ロー
ション，ハンドローション，顔及び身体の手入れのためのローション，バスビーズ，バスソル
ト，バスボム，シャンプー，固形シャンプー，顔及び手用保湿化粧品，非薬用の顔及び目
用美容液，アイクリーム，フェイスクリーム，非薬用の肌用ソルトスクラブ

03

【03】洗顔フォーム，泡状洗顔料，パウダー状の洗顔料，洗顔料，洗顔用せっけん，洗顔
ローション，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，つけづめ，つけまつ毛

16,24,25,35

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，あて名印刷
機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ステープラ，事務用封かん
機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断
機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，装飾塗工用ブラシ，紙製包装
用容器，プラスチック製包装用袋，家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収集用袋，プラス
チック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオ
ル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（「おもちゃ」を
除く。），紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【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
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，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製椅子カバー，織
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，紅白幕，黒白幕，
ビリヤードクロス
【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】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
【35】トレーディングスタンプの発行，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一
括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及
び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
野菜及び果物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子
及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金
具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 台所用品・清掃

ネイプルス ソープ ホールセール
カンパニー

2012/8/13 2012-065682 エイボン・プロダクツ株式会社

2012/8/13 2012-065723 株式会社ピーエーワークス

35

19

§Ｍｙ Ｂａｓｋｅｔ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

通常

2012/8/14 2012-065886 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

03

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

20

21

商標（見本）

商標

ＳＦ－ＢＢ

種別

通常

ＲＥＬＡＸ ＣＨＡＭＯＭＩＬＥ ＣＯ 通常:
ＬＬＥＣＴＩＯＮ
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
【03】せっけん類，化粧品

03

03

【03】化粧品，スキンケア用乳液，メーキャップ用化粧品，フェイシャルパック，化粧用マス
ク，顔の汚れ落し用の薄葉紙に含浸させた化粧品，しわ防止用クリーム，肌の引き締め用
化粧品，口紅，アイシャドウ，マスカラ，唇用化粧品，液状又は粉状のファンデーション，基
礎化粧品，スキンモイスチャライジングクリーム・ローション，ジェル状のスキンモイスチャ
ライジング用化粧品，美白用化粧品，肌の状態を整える化粧品，化粧用アストリンゼント，
スキンクレンジング用化粧品，目元用のシート状化粧品，目元用のクリーム，マッサージ
用化粧品，コンディショナー，シャワー用のジェル状化粧品，防汗用化粧品，身体用防臭
化粧品，香水，エッセンシャルオイルその他の香料，薫料，整髪用化粧品，頭皮・頭髪用
【03】口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，皮
革
【24】織物，ハンカチ，その他の布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，
まくらカバー，毛布，クッションカバー，織物製トイレットシートカバー，織物製椅子カバー，
織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳
【25】洋服，靴下，スカーフ，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベル
ト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【03】香料，化粧品，せっけん類，ヘアーローション，精油，香料入りろうそく用精油，オイル
バーナー等に用いる精油，サウナ用精油，精油をベースとするエアスプレー，精油をベー
スとする薫油，化粧品製造用のパフュームオイル，薫料
【21】アロマオイル用加熱器，香炉
【35】化粧品・香料・ヘアーローション・せっけん類・精油・精油をベースとするエアスプレー・
アロマオイル用加熱器・香炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品

2012/8/14 2012-065920 株式会社ロイヤルユキ

2012/8/14 2012-065957

ザ プロクター アンド ギャンブル
カンパニー

03,18,24,25
22

§ＤａｌｅｓＢｅａｕｔｅ∞ＤＢ

通常

2012/8/14 2012-065968 グラント株式会社

03,21,35
23

24

25

プリマヴェーラ

ＮＡＴＡＭＡＭＥ＼ｄｅ＼ＣＬＥＡ
Ｒ！＼なたマメでクリア！

図形商標

通常:
標準

通常

通常

指定商品・役務

03

2012/8/14 2012-065995

プリマフェラ ライフ ゲゼルシャフト
ミット ベシュレンクテル ハフツング

2012/8/14 2012-066009 双日コスメティックス株式会社

2012/8/14 2012-066010 双日コスメティックス株式会社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,36,37,39

26

ＹＫイノアス

通常:
標準

2012/8/15 2012-066104 電気化学工業株式会社

35,36,37,39

27

ＹＫ Ｉｎｏａｓ

通常:
標準

2012/8/15 2012-066105 電気化学工業株式会社

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

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

指定商品・役務
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，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，事務機器・事務機器関連消耗品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，化学品・工業薬品・塩酸・硫酸・燐酸・か
性カリ・か性ソーダ・塩素・カルシウムカーバイト・トリクロロエチレン・メタノール・酢酸エチ
ル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キシレン・界面活性剤・消泡剤・紙
用消泡剤・紙用脱墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・化学剤・還元
剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・電炉工業製品・電解工業製品・プラス
チックの放熱用添加剤・プラスチックの耐熱用添加剤・溶剤・老化防止剤・融剤・発光ダイ
オード用蛍光体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・のり及び接着剤（事
務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・
肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・シリカ・フォトレジス
ト・現像液・半導体用剥離液・金属シリコン・原料プラスチック・エポキシ樹脂・フェノール樹
脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニ
ル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹脂・パルプ・農薬（殺菌剤・除草剤・殺虫
剤及び寄生生物駆除剤を除く。）・殺菌剤・除草剤・殺虫剤・寄生生物駆除剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，鉄・鋼・鋼管・金属製パイプ・条
網・鋼板・ステンレス鋼板・金属製箔・銅・銅合金・アルミニウム・アルミニウム合金・ニッケ
ル合金・ステンレス・建築用又は構築用の金属製専用材料・鉄骨・鉄筋・金属製セメント製
品製造用型枠の小売又は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・ケーブル・電子顕微鏡用電子発生器具・電子回路（電子計算機用プログラムを記憶さ
せた電子回路を除く。）・半導体ウエハ。プリント回路基板。金属基板・セラミックス製回路
基板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブル
クロス・紙製ブライン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
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，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，事務機器・事務機器関連消耗品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，化学品・工業薬品・塩酸・硫酸・燐酸・か
性カリ・か性ソーダ・塩素・カルシウムカーバイト・トリクロロエチレン・メタノール・酢酸エチ
ル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キシレン・界面活性剤・消泡剤・紙
用消泡剤・紙用脱墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・化学剤・還元
剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・電炉工業製品・電解工業製品・プラス
チックの放熱用添加剤・プラスチックの耐熱用添加剤・溶剤・老化防止剤・融剤・発光ダイ
オード用蛍光体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・のり及び接着剤（事
務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・
肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・シリカ・フォトレジス
ト・現像液・半導体用剥離液・金属シリコン・原料プラスチック・エポキシ樹脂・フェノール樹
脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニ
ル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹脂・パルプ・農薬（殺菌剤・除草剤・殺虫
剤及び寄生生物駆除剤を除く。）・殺菌剤・除草剤・殺虫剤・寄生生物駆除剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，鉄・鋼・鋼管・金属製パイプ・条
網・鋼板・ステンレス鋼板・金属製箔・銅・銅合金・アルミニウム・アルミニウム合金・ニッケ
ル合金・ステンレス・建築用又は構築用の金属製専用材料・鉄骨・鉄筋・金属製セメント製
品製造用型枠の小売又は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・ケーブル・電子顕微鏡用電子発生器具・電子回路（電子計算機用プログラムを記憶さ
せた電子回路を除く。）・半導体ウエハ。プリント回路基板。金属基板・セラミックス製回路
基板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブル
クロス・紙製ブライン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
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,36,37,39

28

Ｉｎｏａｓ

通常

2012/8/15 2012-066106 電気化学工業株式会社

09,35

29

ＣＨＲＩＳＴＩＡＮ ＬＯＵＢＯＵＴＩＮ

通常

2012/8/15 2012-066113 クリスチャン ルブタン

03
30

アテニア フォルミンググロス＼
ＡＴＴＥＮＩＲ ＦＯＲＭＩＮＧ ＧＬＯ 通常
ＳＳ

31

フルーティーハニー＼ＦＲＵＩＴＹ
通常
ＨＯＮＥＹ

32

ＨＡＡＮ

33

§Ｐａｐａｗａｓｈ＼ｂｅａｕｔｅ

通常:
標準

通常

指定商品・役務
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，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，事務機器・事務機器関連消耗品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，化学品・工業薬品・塩酸・硫酸・燐酸・か
性カリ・か性ソーダ・塩素・カルシウムカーバイト・トリクロロエチレン・メタノール・酢酸エチ
ル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キシレン・界面活性剤・消泡剤・紙
用消泡剤・紙用脱墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・化学剤・還元
剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・電炉工業製品・電解工業製品・プラス
チックの放熱用添加剤・プラスチックの耐熱用添加剤・溶剤・老化防止剤・融剤・発光ダイ
オード用蛍光体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・のり及び接着剤（事
務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・
肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・シリカ・フォトレジス
ト・現像液・半導体用剥離液・金属シリコン・原料プラスチック・エポキシ樹脂・フェノール樹
脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニ
ル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹脂・パルプ・農薬（殺菌剤・除草剤・殺虫
剤及び寄生生物駆除剤を除く。）・殺菌剤・除草剤・殺虫剤・寄生生物駆除剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，鉄・鋼・鋼管・金属製パイプ・条
網・鋼板・ステンレス鋼板・金属製箔・銅・銅合金・アルミニウム・アルミニウム合金・ニッケ
ル合金・ステンレス・建築用又は構築用の金属製専用材料・鉄骨・鉄筋・金属製セメント製
品製造用型枠の小売又は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・ケーブル・電子顕微鏡用電子発生器具・電子回路（電子計算機用プログラムを記憶さ
せた電子回路を除く。）・半導体ウエハ。プリント回路基板。金属基板・セラミックス製回路
基板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブル
クロス・紙製ブライン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
【09】携帯電話機用保護カバー及びケース，ラップトップ型コンピュータ，携帯情報端末装
置，携帯型メディアプレーヤー，サングラス，コンタクトレンズ，コンタクトレンズ用容器，眼
鏡用鎖，眼鏡用ひも，眼鏡ケース，眼鏡用フレーム，その他の眼鏡
【35】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，オンライン
による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，オンラ
インによる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，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，オ
ンラインによる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，
化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインに
よる化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【03】化粧品

2012/8/15 2012-066116 株式会社アテニア

03

【03】蜂蜜の成分を配合した化粧品，蜂蜜の成分を配合したせっけん類，蜂蜜の成分を配
合した歯磨き，香料，化粧用コットン

03

【03】マスカラ，ファンデーション，メイクアップ用化粧品，美顔用パック，パック（化粧用），そ
の他の化粧品

03,35

【03】化粧品，せっけん類，洗顔料，香料，薫料，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，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽
石，つや出し紙，つや出し布
【35】薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，化粧品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，広告業，トレーディングスタンプの発行，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，職業のあっせん，輸出入に関する事務の代理又
は代行，文書又は磁気テープのファイリング

2012/8/15 2012-066117 株式会社アテニア

2012/8/15 2012-066131 韓 京姫

2012/8/15 2012-066135 ニコスタービューテック株式会社

※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/

9／23

今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.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

34

35
36

37

リラックス カモミール コレク
ション

通常:
標準

ＥＳＳＩＥＳＰＡ ＧＯＯＤ ＦＯＲ Ｔ 通常:
ＨＥ ＳＯＬＥ
標準
通常:
ＳＭＯＯＴＨ ＡＴＴＲＡＣＴＩＯＮ
標準

§ＵＳＡｎＡ＼ＨＥＡＬＴＨ ＳＣＩＥ
通常
ＮＣＥＳ

2012/8/15 2012-066140

ザ プロクター アンド ギャンブル
カンパニー

2012/8/15 2012-066147 ロレアル
2012/8/15 2012-066148

2012/8/15 2012-066151

ランコーム パルファン エ ボーテ
エ コンパニイ

03
03

【03】スクラブ剤を配合してなる手用化粧品，ハンドクリーム

03,05,16,30,32

【03】せっけん類，歯磨き，顔用クレンザー，頭髪用化粧品，ハンドクリーム，化粧水，非薬
用スキンケア用化粧品，その他の化粧品，香料
【05】ビタミン剤，その他の薬剤，食物繊維を主原料とする棒状の加工食品，大豆を主原料
とする粉状・液状・錠剤状・棒状の加工食品，穀物を主原料とする粉状・液状・錠剤状・棒
状の加工食品，ミネラルを主原料とする栄養補助食品，プロテインを主原料とする栄養補
助食品，栄養補助食品，サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【16】雑誌，書籍，新聞，ワークブック，その他の印刷物，文房具類
【30】穀物の加工品，菓子，パン
【32】大豆たん白を使用してなる清涼飲料，大豆たん白を使用してなる果実飲料，その他
のアルコール分を含まない飲料
【03】せっけん類，歯磨き，顔用クレンザー，頭髪用化粧品，ハンドクリーム，化粧水，非薬
用スキンケア用化粧品，その他の化粧品，香料
【05】ビタミン剤，その他の薬剤，食物繊維を主原料とする棒状の加工食品，大豆を主原料
とする粉状・液状・錠剤状・棒状の加工食品，穀物を主原料とする粉状・液状・錠剤状・棒
状の加工食品，ミネラルを主原料とする栄養補助食品，プロテインを主原料とする栄養補
助食品，栄養補助食品，サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【16】雑誌，書籍，新聞，ワークブック，その他の印刷物，文房具類
【30】穀物の加工品，菓子，パン
【32】大豆たん白を使用してなる清涼飲料，大豆たん白を使用してなる果実飲料，その他
のアルコール分を含まない飲料
【03】せっけん類，香料類，化粧品

ユサナ ヘルス サイエンシーズ イ
ンク

03,05,16,30,32

38

ｙｏｕｒ ｈｅａｌｔｈ．ｙｏｕｒ ｌｉｆｅ．ｙｏｕｒ
通常
ｗａｙ．

2012/8/15 2012-066152

ユサナ ヘルス サイエンシーズ イ
ンク

03
39

黒五和漢

通常

指定商品・役務
【03】化粧品，スキンケア用乳液，メーキャップ用化粧品，フェイシャルパック，化粧用マス
ク，顔の汚れ落し用の薄葉紙に含浸させた化粧品，しわ防止用クリーム，肌の引き締め用
化粧品，口紅，アイシャドウ，マスカラ，唇用化粧品，液状又は粉状のファンデーション，基
礎化粧品，スキンモイスチャライジングクリーム・ローション，ジェル状のスキンモイスチャ
ライジング用化粧品，美白用化粧品，肌の状態を整える化粧品，化粧用アストリンゼント，
スキンクレンジング用化粧品，目元用のシート状化粧品，目元用のクリーム，マッサージ
用化粧品，コンディショナー，シャワー用のジェル状化粧品，防汗用化粧品，身体用防臭
化粧品，香水，エッセンシャルオイルその他の香料類，整髪用化粧品，頭皮・頭髪用化粧
【03】化粧品，足用のクリーム・ローション・乳液・オイル，足用のジェル状及びパウダー状
の化粧品，身体用のエッセンシャルオイル

2012/8/15 2012-066165 株式会社ペリカン石鹸

40

￠ＴＳＵＹＡ ＭＯＴＥ＼Ｂｅａｕｔｙ

通常

2012/8/16 2012-066247 株式会社プランニング１

41

創顔

通常:
標準

2012/8/16 2012-066249 株式会社アニュー美研

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

03

【03】せっけん，シャンプー，せっけん類，髪のカールあるいはちぢれを保つための頭髪用
化粧品，毛髪用ウエーブ剤，パーマネントウェーブ用中和剤，ヘアスプレー，ヘアーロー
ション，化粧品，香水，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

03,44

【03】化粧品
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，は
り，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.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
26,27,28,31,34,35

42

§萬（キッコウ）

防護

2012/8/16 2012-066252 キッコーマン株式会社

03
43

§ＩＮ＼ＬＯＶＥ＼ＡＧＡＩＮ＼ＹＶＥ
通常
ＳＳＡＩＮＴＬＡＵＲＥＮＴ

44

汗あれ

45

46

ピュアリースムース＼ｐｕｒｅｌｙｓ
ｍｏｏｔｈ

コラゲトリートメント

通常:
標準

通常

通常

2012/8/16 2012-066273 イヴ サンローラン パルファン

2012/8/16 2012-066326 ユースキン製薬株式会社

指定商品・役務
【26】漁網製作用杼，メリヤス機械用編針，電気式ヘアカーラー，針類，被服用はとめ，
テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，組みひも，編み棒，裁縫箱，
裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱，腕止め，衣服用き章（貴金属製のものを除
く。），衣服用バックル，衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用ブローチ，帯留，
ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン類，造花，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。），靴飾り（貴金属製のものを
除く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具，人毛
【27】洗い場用マット，畳類，敷物，壁掛け（織物製のものを除く。），人工芝，体操用マット，
壁紙
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用
具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用
具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，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
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこ
し，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆
栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
種繭，種卵，漆の実，未加工のコルク，やしの葉
【34】たばこ，喫煙用具，マッチ
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成
又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は
代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイ
リング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイプライター・テレックス
又はこれらに準ずる事務用機器の操作 建築物における来訪者の受付及び案内 広告用
【03】香水入りせっけん，香水，オードトワレ，オーデコロン，デオドラント効果を有する身体
用化粧品，入浴用・シャワー用のジェル状化粧品，バスオイル，ボディーオイル，化粧品，
肌・身体の手入れ用化粧品，身体の手入れ用の香水入りのローション・クリーム，身体の
手入れ用の香水入りのジェル状化粧品

03,05

【03】せっけん類，化粧品
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

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

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，つけづめ，つけまつ毛，化粧用コットン

2012/8/16 2012-066331 花王株式会社

2012/8/16 2012-066333 株式会社ナリス化粧品

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03,09,16,24

47

§ＬＯＶＥ ＡＮＤ ＳＬＥＥＰＹ

通常

2012/8/16 2012-066480 有限会社三栄

03
48

Ｂｏｎｂｏｎｒｉｂｂｏｎ

通常

2012/8/17 2012-066499 株式会社サンリオ

35

49

Ｂｏｎｂｏｎｒｉｂｂｏｎ

通常

2012/8/17 2012-066526 株式会社サンリオ

03,14,18,25,35

50

Ｗｈｉｔｅ Ｆｌａｇｓ

通常:
標準

指定商品・役務
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，におい袋，つけづめ，つけまつ毛
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具（「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロト
ロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機
械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知
機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。），電子管，半導体素子，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），電子計算機用プログラム，
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，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インターネットを利用して受信し、及び保存するこ
とができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像
ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】紙製包装容器，プラスチック製包装用袋，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タ
オル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物
【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，のぼ
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合
香料，精油からなる食品香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛

2012/8/17 2012-066535 株式会社ディオネ

※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】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，キャラクター商品の販売に関する企画，キャラク
ター商品の製造事業の企画，キャラクター商品の販売に関する情報の提供，コンピュータ
による会員の顧客管理，統計的情報の提供，インターネットウエブサイトにおけるショッピ
ングモールを介した商品の広告，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の売買契約の媒介，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の販売に関する情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商
品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行
【03】靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，化粧品，香料，薫料，つや出し布
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，身飾品（「カフスボタン」を除く。），時
計，貴金属製靴飾り
【18】かばん金具，蹄鉄，かばん類，袋物，傘，日傘，つえ，皮革，革ひも，原革，原皮，な
めし皮，毛皮
【25】被服，帽子，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【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，
事業の運営及び事業の管理，販売促進のための企画及び実行の代理，商品の受注事務
の代行，化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，香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，
宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，身飾品（「カフスボタン」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，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，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，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
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.
51

52

53

54

55

56

商標（見本）

商標
Ｄａｙ＆Ｍａｋｅ

種別
通常:
標準

ホワイト・モーリックス＼Ｗｈｉｔｅ・
通常
Ｍｏｒｌｉｘ

クロストーク＼ＣＲＯＳＳ ＴＡＬＫ 通常

Ｏｍｏ Ｎａｉｌ Ｂｅａｕｔｙ＼オモ ネ
通常
イル ビューティー

シナジージェントル＼ＳＹＮＥＲＧ
通常
Ｙ ＧＥＮＴＬＥ

マイルド リファイン＼ＭＩＬＤ Ｒ
通常
ＥＦＩＮＥ

57

シナジーリファイン＼ＳＹＮＥＲＧ
通常
Ｙ ＲＥＦＩＮＥ

58

モテルージュ

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/8/17 2012-066547 株式会社エルベ・プランズ

区分

指定商品・役務

03

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

01,03

【01】化学品，植物成長調整剤類，高級脂肪酸，肥料，人工甘味料
【03】せっけん類，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，化粧品，つ
けづめ，つけまつ毛，歯磨き

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

35

03

【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，ネイルケア用化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，つけづめ用剥離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，つめ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，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，つけづ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，
携帯用ネイルケアセ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，携帯用化粧道具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，マニキュアセ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，化粧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，つめ
切り及びつめ用ピンセ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
【03】化粧品，せっけん類，洗顔料，歯磨き，香料，化粧用コットン

03

【03】化粧品，せっけん類，洗顔料，歯磨き，香料，化粧用コットン

03

【03】化粧品，せっけん類，洗顔料，歯磨き，香料，化粧用コットン

03

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料

2012/8/17 2012-066549 共栄化学工業株式会社

2012/8/17 2012-066563 ヒノキ新薬株式会社

2012/8/17 2012-066603 株式会社ミリオンオークス

2012/8/17 2012-066614 株式会社アテニア

2012/8/17 2012-066615 株式会社アテニア

2012/8/17 2012-066616 株式会社アテニア

2012/8/17 2012-066622 花王株式会社

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.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
03,16,35

59

琉球スパ

通常:
標準

03

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

2012/8/17 2012-066623 有限会社パナ・ン

03,16,35
60

ＲＹＵＫＹＵ ＳＰＡ

通常:
標準

2012/8/17 2012-066625 有限会社パナ・ン

03,16,35,41,44

61

琉球エステ

通常:
標準

2012/8/17 2012-066626 有限会社パナ・ン

03,16,35,41,44

62

63

64

ＲＹＵＫＹＵ ＥＳＴＨＥ

ウィッチング＼Ｗｉｔｃｈｉｎｇ

通常:
標準

通常

ＤＨＣ＼ＯＬＩＶＥ＼ＶＩＲＧＩＮ ＯＩ
通常
Ｌ

指定商品・役務
【03】化粧品，香料類，石鹸類，入浴剤，シャンプー，洗浄剤，美容用全般，ネイル，つけづ
め，つけまつげ
【16】紙類，印刷物，包装用紙，紙製包装用容器，紙袋，紙箱，段ボール箱，荷札，プラス
チック製包装用袋，プラスチック製包装用容器，布製包装用袋，ビニール製包装用袋，ビ
ニール包装用容器，包装フイルム，シール
【35】小売・卸売・広告・商品の販売に関する情報の提供・あんま・マッサージ及び指圧・カ
イロプラクティック・整体・はり・きゅう・アロマテラピー・リフレクソロジーの店舗の運営に関
する経営の助言・診断及び指導，美容師・理容師の斡旋，看板による広告
【03】化粧品，香料類，石鹸類，入浴剤，シャンプー，洗浄剤，美容用全般，ネイル，つけづ
め，つけまつげ
【16】紙類，印刷物，包装用紙，紙製包装用容器，紙袋，紙箱，段ボール箱，荷札，プラス
チック製包装用袋，プラスチック製包装用容器，布製包装用袋，ビニール製包装用袋，ビ
ニール包装用容器，包装フイルム，シール
【35】小売・卸売・広告・商品の販売に関する情報の提供・あんま・マッサージ及び指圧・カ
イロプラクティック・整体・はり・きゅう・アロマテラピー・リフレクソロジーの店舗の運営に関
する経営の助言・診断及び指導，美容師・理容師の斡旋，看板による広告
【03】化粧品，香料類，石鹸類，入浴剤，シャンプー，洗浄剤，美容用全般，ネイル，つけづ
め，つけまつげ
【16】紙類，印刷物，包装用紙，紙製包装用容器，紙袋，紙箱，段ボール箱，荷札，プラス
チック製包装用袋，プラスチック製包装用容器，布製包装用袋，ビニール製包装用袋，ビ
ニール包装用容器，包装フイルム，シール
【35】小売・卸売・広告・商品の販売に関する情報の提供，あんま・マッサージ及び指圧・カ
イロプラクティック・整体・はり・きゅう・アロマテラピー・リフレクソロジーの店舗の運営に関
する経営の助言・診断及び指導，美容師・理容師の斡旋，看板による広告
【41】あんま・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・整体・はり・きゅう・アロマテラピー・
リフレクソロジーに関する知識の教授，美容・エステティック・スパ・タラソテラピー・理容に
関する知識の教授
【44】美容，エステティック，理容，入浴施設の提供，あんま，マッサージ及び指圧，カイロ
プラクティック，整体，きゅう，柔道整復，はり，老人養護，美容院用又は理髪店用の機械
【03】化粧品，香料類，石鹸類，入浴剤，シャンプー，洗浄剤，美容用全般，ネイル，つけづ
め，つけまつげ
【16】紙類，印刷物，包装用紙，紙製包装用容器，紙袋，紙箱，段ボール箱，荷札，プラス
チック製包装用袋，プラスチック製包装用容器，布製包装用袋，ビニール製包装用袋，ビ
ニール包装用容器，包装フイルム，シール
【35】小売・卸売・広告・商品の販売に関する情報の提供，あんま・マッサージ及び指圧・カ
イロプラクティック・整体・はり・きゅう・アロマテラピー・リフレクソロジーの店舗の運営に関
する経営の助言・診断及び指導，美容師・理容師の斡旋，看板による広告
【41】あんま・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・整体・はり・きゅう・アロマテラピー・
リフレクソロジーに関する知識の教授，美容・エステティック・スパ・タラソテラピー・理容に
関する知識の教授
【44】美容，エステティック，理容，入浴施設の提供，あんま，マッサージ及び指圧，カイロ
プラクティック，整体，きゅう，柔道整復，はり，老人養護，美容院用又は理髪店用の機械
【03】化粧品

2012/8/17 2012-066627 有限会社パナ・ン

2012/8/17 2012-066642 株式会社アミン

2012/8/17 2012-066654 株式会社ディーエイチシー

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

65

66

67

68

69

70

71

商標（見本）

商標

種別

§ＤＨＣ＼ｍｉｌｄ Ｌｏｔｉｏｎ＼ｎａｔｕ
通常
ｒａｌ

ＤＨＣ ＭＩＬＤ ＳＯＡＰ・

§ｍｉｌｋ∞＆Ｃｏ

Ｆｒｏｍ ＳＡＶＯＮ

ＴＨＥ ＳＡＶＯＮ

ＳＡＶＯＮ ＯＮＥ

ＰＵＲＥ ＳＡＶＯＮ

通常

通常

通常

通常

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，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，化粧用脱脂綿

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

2012/8/17 2012-066655 株式会社ディーエイチシー

2012/8/17 2012-066656 株式会社ディーエイチシー

2012/8/17 2012-066671

ミルク アンド カンパニー ピー
ティーワイ リミテッド

2012/8/17 2012-066672 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/8/17 2012-066673 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/8/17 2012-066674 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/8/17 2012-066675 クラシエホームプロダクツ株式会社

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

72

73

74

75

76

77

商標（見本）

商標

ＳＡＶＯＮ ｄｅ ＮＡＩＶＥ

ＳＡＶＯＮ ｄｅ ＰＵＲＥ

ＭＡＬＣＡ＼マルカ

山海關

山海▲關▼

ＢＯＮＴＡ

種別

通常

通常

通常

通常

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料

03,05,29,31

【03】せっけん類，化粧品
【05】サプリメント，入浴剤，殺菌剤及び消毒剤
【29】豆腐（絹ごし豆腐・木綿豆腐・麻婆豆腐・胡麻豆腐・揚げ出し豆腐を含む。），厚揚げ，
豆乳，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，納豆，湯葉
【31】ペットフード

03,05,29,31

【03】せっけん類，化粧品
【05】サプリメント，入浴剤，殺菌剤及び消毒剤
【29】豆腐（絹ごし豆腐・木綿豆腐・麻婆豆腐・胡麻豆腐・揚げ出し豆腐を含む。），厚揚げ，
豆乳，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，納豆，湯葉
【31】ペットフード

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，化粧品・歯磨き及びせっけん類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用マット・トイレ
用マットの小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便宜の提供，バスマッ
トの小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便宜の提供
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用マット・トイレ
用マットの小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便宜の提供，バスマッ
トの小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便宜の提供

2012/8/17 2012-066676 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/8/17 2012-066677 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/8/17 2012-066678 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/8/17 2012-066738 孫 峰

2012/8/17 2012-066739 孫 峰

2012/8/17 2012-066759 株式会社サードオフィス

35
78

ＯＤＯＲＡＴＯＺ

通常:
標準

指定商品・役務

03

2012/8/17 2012-066760 株式会社サードオフィス

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.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
03,11

79

ＳＴＡＲＢＵＣＫＳ

通常:
標準

2012/8/17 2012-066764 スターバックス・コーポレイション

03,35
80

§Ｄｅｅｐ Ｆｉｅｌｄ＼ｊａｐａｎ

81

セイヤーズ

82

ハーロウ！バーム

83

§ＭＮＣＢＢ

通常

通常:
標準
通常:
標準

通常

2012/8/17 2012-066849

株式会社ディープ・フィールド・ジャパ
ン

株式会社ディープ・フィールド・ジャパ 03
ン
株式会社ディープ・フィールド・ジャパ 03
2012/8/17 2012-066851
ン
35
2012/8/17 2012-066850

2012/8/17 2012-066865 株式会社丸一

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

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

指定商品・役務
【03】家庭用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
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
【11】ウォーターフィルター，家庭用浄水器，業務用浄水器，浄水装置，水の濾過及び浄化
のためのユニット並びにそのユニットのための取換カートリッジ及び取換フィルター，濾過
式浄水器，水槽用濾過装置，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，
蒸発装置 蒸留装置 熱交換器 化学繊維製造用乾燥機 牛乳殺菌機 製パン機 ベニ
【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛，口臭用消臭剤
【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，化粧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，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，香料・薫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

【03】化粧水，化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛，口臭用
消臭剤
【03】リップクリーム，化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛，口
臭用消臭剤
【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，輸出入に関する事
務の代理又は代行，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの
情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，クッション・座布団・まくら・マットレス・ブラ
ンケットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，衣服用き章（貴金属製のものを除く。）・衣服用バッジ
（貴金属製のものを除く。）・衣服用バックル・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，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，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，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，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，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，木製小
物入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

84

商標（見本）

商標

種別

ＫＡＲＩＫＡ∞ＫＡＲＩＫＡ∞ＫＡＲＩＫ
通常
Ａ∞カリカ

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【35】身飾品及び宝飾品の小売又は卸売の業務に対する便益の提供，かばん類・袋類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，衣服の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・紅茶・ハーブ茶・フレーバー茶及
びその他の茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧
品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【41】飲食物・栄養・健康に関する研修会・セミナーの企画・運営又は開催

03,05

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き
【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

03

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

2012/8/13 2012-068392 松山 里香

85

抗体＼Ｋｏｕｔａｉ Ｐｌｕｓ∞＋

通常

2012/8/13 2012-068394 株式会社ベンチャーバンク

86

玉髪

通常:
標準

2012/8/13 2012-068407 株式会社ベンチャーバンク
03

87

クイーンズクレンジング

通常

2012/8/13 2012-068429 株式会社ライラック

28,35,41

88

生活筋力向上

通常

指定商品・役務

35,41

2012/8/14 2012-068851 シンコースポーツ株式会社

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

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

【28】遊園地用機械器具，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（登山用・
サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。），球技用具，ドッジ
ボール用具，テニス用具，卓球用具，バドミントン用具，ゴルフ用具，ゲートボール用具，
スカッシュ用具，スキー用具，スケート用具（「スケート靴」を含む。），弓道用具，剣道用
具，体操用具，新体操用具，トレーニング用具，運動用固定式自転車及びそのローラーエ
キスパンダー，浮輪，サポーター，水泳用浮き板，すべり台，縄跳び用の縄，バトントワリ
ング用バトン，ぶらんこ
【35】広告業，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，畳類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及
び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・
清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍の制作，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，教育・文化・娯
楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作
における演出，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映
画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自転車競走の興
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.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
28,35,41

89

生活機能向上

通常

2012/8/14 2012-068852 シンコースポーツ株式会社

01,03,05,20,21,30,4
0

90

自然化粧品研究所

通常:
標準

2012/8/13 2012-068867 株式会社自然化粧品研究所

03
91

モイストダイアン

通常

2012/8/14 2012-069249 株式会社ネイチャーラボ

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

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

指定商品・役務
【28】遊園地用機械器具，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（登山用・
サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。），球技用具，ドッジ
ボール用具，テニス用具，卓球用具，バドミントン用具，ゴルフ用具，ゲートボール用具，
スカッシュ用具，スキー用具，スケート用具（「スケート靴」を含む。），弓道用具，剣道用
具，体操用具，新体操用具，トレーニング用具，運動用固定式自転車及びそのローラーエ
キスパンダー，浮輪，サポーター，水泳用浮き板，すべり台，縄跳び用の縄，バトントワリ
ング用バトン，ぶらんこ
【35】広告業，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，畳類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及
び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・
清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍の制作，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，教育・文化・娯
楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作
における演出，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映
画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自転車競走の興
【01】化学品，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，試験紙，人工甘味料，工業用粉類
【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】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。）
【20】海泡石，こはく，クッション，座布団，まくら，マットレス，プラスチック製化粧品容器，木
製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，家具，懐中鏡，鏡袋，経木，しだ，竹，竹皮，
つる，とう，木皮，あし，い，おにがや，すげ，すさ，麦わら，わら
【21】ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），化粧用具，化粧品容器，ガラス製又は陶磁
製の包装用容器，ろうそく消し，ろうそく立て，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん用
ディスペンサー，花瓶，水盤，香炉
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，調味料，香辛料，食用グルテ
ン，食用粉類
【40】受託による化粧品の製造加工
【03】せっけん類，香水類，化粧品，コロン，オーデトワレ，スプレー式ボディー用香水，ス
キンケア用化粧品，スキンオイル，スキンクリーム，スキンローション，シェービングフォー
ム，シェービングジェル，プレシェービングローション，アフターシェーブローション，髭剃前
の化粧品，髭剃後の化粧品，シェービング用化粧品，タルカムパウダー，バス・シャワー用
化粧品，ヘアーローション，頭髪及び頭皮用化粧品，歯磨き，口内洗浄剤（医療用のもの
を除く。），身体用防臭剤，制汗用化粧品，防臭性化粧品，その他の化粧品
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.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

92

ＭＯＮＯＣＯ

通常:
標準

2012/8/17 2012-069917 フラッタースケープ株式会社

35

93

｛Ｍ｝

通常

2012/8/17 2012-069918 フラッタースケープ株式会社

03
94

はなまる化粧水

通常

2012/8/17 2012-069928 有限会社健康の駅

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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指定商品・役務
【35】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，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，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産
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，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，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる
【03】化粧水
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

95

96

97

98

99

100

101

102

商標（見本）

商標

ｅｓｐｏｉｒ＼エスポアール

種別

通常

クリアラスト すべサラ＼Ｃｌｅａｒ
通常
Ｌａｓｔ すべサラ

ブルーミー＼ＢＬＯＯＭＹ

ＲＩＬＯＣＡ

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/8/17 2012-069942

03

【03】化粧品，せっけん類

03

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，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，歯磨き，おしろい，化粧水，クリーム，紅，髪
油，カラーリンス，コールドパーマ用液，すき油，セッティングローション，染毛剤，チック，
パーマネント用液，びん付け油，ヘアークリーム，ヘアースプレー，ヘアートニック，ヘアー
トリートメント，ヘアーフィクサー，ヘアーラッカー，ベーラム，ポマード，香水類，アイシャド
ウ，あぶらとり紙，身体用防臭剤，脱毛剤，タルカムパウダー，ネイルエナメル，ネイルエ
ナメル除去液，バスオイル，バスソルト，パック用化粧料，ベビーオイル，ベビーパウダー，
マスカラ
まゆ墨 毛髪脱色剤 香料
けづめ
けま 毛
【03】せっけん類，化粧品

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品

03

【03】化粧品

株式会社スタイリングライフ・ホール
ディングス

2012/8/16 2012-069956 ブルーミー・インコーポレイテッド

2012/8/15 2012-069974 山本美材株式会社

通常

2012/8/17 2012-070357 株式会社ＳＡＫＵＲＡ ＪＡＰＡＮ

雪櫻

通常:
標準

2012/8/17 2012-070358 株式会社ＳＡＫＵＲＡ ＪＡＰＡＮ

§ｈｅｌｃｏｓ＼ＢａｌａｎｃｅＭｉｓｔ＼バ
通常
ランスミスト

指定商品・役務
【35】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，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
【44】美容，理容

2012/8/17 2012-069939 株式会社エスポアール

ＹＵＫＩ ＳＡＫＵＲＡ

§ｈｅｌｃｏｓ＼Ｓｋｉｎａｗａｒａ＼スキ
通常
ナワラ

区分
35,44

2012/8/17 2012-070361 田中 寛

2012/8/17 2012-070362 田中 寛

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

103

104

商標（見本）

商標

ＩＴ’Ｓ Ａ ＷＲＡＰ

ＦＡＩＲ ＆ ＷＨＩＴＥ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】Cosmetics and non-medicated skin care preparations.
【03】化粧品及び皮膚の手入れ用化粧品（医療用のものを除く。）

03,05,44

【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
shampoos, hair and scalp lotions and gels, dentifrices; almond oils, almond milk for
cosmetic purposes; cosmetic preparations for slimming purposes; sun-tanning
preparations [cosmetics]; sunburn ointments; cosmetics, perfumery; skin care and beauty
preparations for cosmetic use; body lotions and creams for cosmetic use; face and body
milks and gels; beauty masks; skin whitening creams; flavorings for beverages (essential
oils); cosmetic preparations for baths; bath salts and lotions for non-medical use; bath
oils and gels; decorative motifs for cosmetic use; cosmetic kits; make-up removing
preparations; toilet soaps, deodorizing and disinfecting soaps (for personal use);
deodorants for personal use; lavender water, scented water, toilet water, eau de cologne;
incense; extracts of flowers; bases for flower perfumes; fat for cosmetic use; tissues
【03】Toilet soaps, perfumes, eaux de toilette, face and body milks for cosmetic use,
deodorants for personal use, shower gels.
【03】化粧せっけん，香水，オードトワレ，化粧用の顔用及び身体用乳液，身体防臭用化粧
品，シャワージェル

2012/8/17 2012-358068 ＤＪＦ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ

2012/8/13 2012-358236 ＣＡＢＩＮＥＴ ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ

03
105

106

107

108

ＦＬＯＷＥＲ ＩＮ ＴＨＥ ＡＩＲ

ＩＣＯＮＩＣ ＯＶＥＲＣＵＲＬ

ＭＥＧＡＳＯＮＥＸ

§ｐｉｎｎａｃｌｉｆｅ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

指定商品・役務

03

2012/8/17 2012-358463 ＫＥＮＺＯ

03

【03】Mascara.
【03】マスカラ

03,05,21

【03】Toothpaste.
【05】Dental sealant; temporary dental stain repellent.
【21】Toothbrushes.
【03】練り歯磨き
【05】歯科用の密封材，一時的な歯科用の染み防止剤
【21】歯ブラシ

03,05

【03】Non-medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, toners,
cleaners, soaps and peels; bath oils and bath salts; scented oils; perfumes; botanical
extracts sold as ingredients of all of the foregoing.
【05】Dietary and nutritional supplements; vitamins; medicated skin care preparations,
namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners, soaps and peels; botanical extracts sold
as ingredients of all of the foregoing.
【03】皮膚の手入れ用化粧品（医療用のものを除く。）、すなわちクリーム，ローション，ジェ
ル状化粧品，化粧水，清浄剤，せっけん及びピーリング剤，バスオイル及びバスソルト，香
油，香水，前述の全ての商品の成分として販売される植物エキス
【05】サプリメント及び栄養補助食品，ビタミン，医療用の皮膚の手入れ用剤、すなわちク
リーム・ローション・ジェル・収れん剤・清浄剤・せっけん及びピーリング剤，前述の全ての
商品の成分として販売される植物エキス

2012/8/17 2012-358617 ＰＡＲＦＵＭＳ ＣＨＲＩＳＴＩＡＮ ＤＩＯＲ

2012/8/13 2012-359105 ＧＯＬＤＳＰＩＲＥ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ．

2012/8/15 2012-359108 ＭｃＣｏｒｄ Ｒｅｓｅａｒｃｈ， Ｉｎｃ．

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

109

110

111

商標（見本）

商標

ＣＵＲＥＳ ＢＹ ＡＶＡＮＣＥ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
ＭＥＧＡ ＶＯＬＵＭＥ ＣＯＬＬＡＧ
プロ:
ＥＮＥ＼ＢＬＡＣＫ ＳＭＯＫＥ
通常

§ｍｉ・ｎｙ＼ｂｅａｕｔｙ

マド
プロ:
通常

ＤＥＲＭＡＣＬＡＲＩＮＥ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】Health, beauty, and body products, namely, non-medicated topical skin care and skin
cleansing preparations.
【03】健康用・美容用及び身体用の製品、すなわち局所用のスキンケア剤及び皮膚洗浄剤
（医療用のものを除く。）

03

【03】Make-up preparations.
【03】メイクアップ用化粧品

03

【03】Cosmetics, namely, eye makeup, lipsticks; lip pencils, and lip glosses, mascaras,
eyebrow pencils, eye shadows; foundations; face powders; blush; concealers; cleansing
creams; lotions and oils; skin toners; moisturizing lotions and creams; eye creams, facial
masks, and skin firming creams and lotions; perfumes, nail-polish preparations.
【03】化粧品、すなわち目用化粧品，口紅，ペンシル状の口紅，リップグロス，マスカラ，ア
イブローペンシル，アイシャドウ，ファンデーション，顔用パウダー，ほお紅，コンシーラー
（しみなどを目立たなくさせるための化粧品），クレンジング用クリーム，ローション及びオイ
ル，肌用収斂化粧水，肌に潤いを与えるローション及びクリーム，目元用クリーム，美顔用
パック，皮膚の引き締め用のクリーム及びローション，香水，ネイルエナメル
【03】Cosmetics.
【05】Pharmaceutical preparations.
【03】化粧品
【05】薬剤（医薬用のもの）

2012/8/15 2012-359219 ＤｅＰａｓｑｕａｌｅ， Ｃａｒｍｅｎ

2012/8/16 2012-359268 Ｌ’ＯＲＥＡＬ

2012/8/16 2012-360153 ＭＩ－ＮＹ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

03,05
112

2012/8/16 2012-360521 Ａｑｕａ Ｂｉｏ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＡＳＡ

03

113

￠ＳｅｅＢｙ＼Ｃｈｌｏｅ

マド
プロ:
通常

2012/8/13 2012-360712

ＣＨＬＯＥ， Ｓｏｃｉeｔe ｐａｒ ａｃｔｉｏｎｓ
ｓｉｍｐｌｉｆｉeｅ

01,02,03,04,17,42

114

ＣＨＥＭＥＴＡＬＬ

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務

03

2012/8/14 2012-360757 Ｃｈｅｍｅｔａｌｌ ＧｍｂＨ

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

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

【03】Perfumery, perfumes, toilet water, eau-de-Cologne, scented water; shower and bath
gels, bubble bath, soaps; deodorants; face, body and hand creams, milks, lotions, gels and
powders (cosmetics), beauty masks; liquid creams for the body; gels and essential oils,
oils for perfumes and scents; make-up preparations, lipsticks, foundations, pencils for the
eyes, eyebrow and lips, eye shadows, mascara, eyeliners, nail varnish; shampoos,
conditioners, hair styling and hair care preparations; dentifrices; shaving products;
depilatories; make-up removing preparations.
【03】香料、薫料及び香水類，香水，化粧水，オーデコロン，香水，シャワー用及びバス用
ジェル，バブルバス，せっけん，防臭用化粧品，顔用・身体用及び手用のクリーム・乳液・
ローション・ジェル及びパウダー（化粧品），美顔用パック，身体用液体クリーム，ジェル及
び精油，香料用及び香水用油，メイクアップ用化粧品，口紅，ファンデーション，目元用・眉
毛用及び唇用のペンシル，アイシャドウ，マスカラ，アイライナー，ネイルエナメル，シャン
【01】Chemical products for commercial and scientific purposes; unprocessed synthetic
resins, unprocessed plastics; fire fighting agents; agents for the hardening and soldering
of metals; chemical products for the preservation of foods; tanning agents; adhesives for
commercial purposes.
【02】Paints, varnishes; corrosion protection agents; dyestuffs; pickling agents; agents for
the protection and preservation of metals; corrosion inhibitors, agents for corrosion
pretreatment, rust removers for commercial purposes, base coats, adhesive base coats,
primers, adhesive agents as far as included in class 2, dyes for the detection of defects,
paint treatment agents.
【03】Washing and bleaching agents; cleaning, polishing, degreasing and grinding agents;
soaps; perfumery goods, cleaners for commercial purposes, cleaners containing
disinfectants as additives; wax removers, cleaning oils, pickling agents, paint and varnish

23／23

今週の出願（類似群限定：04C01）2012.08.12～2012.08.18.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
06,11,35,42

115

§ＪＯＴＵＬ＼ＧＲＯＵＰ

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-360900 Ｊoｔｕｌ ＡＳ

09,35,38,41,42

116

マド
ＩＢＭ ＳＯＣＩＡＬ ＳＥＮＴＩＭＥＮＴ プロ:
通常:
ＩＮＤＥＸ
標準

2012/8/16 2012-361114

※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。

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍａｃｈｉｎ
ｅｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

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

指定商品・役務
【06】Chimneys of metal; chimney shafts of metal; furnace fireguards.
【11】Wood burning ovens; furnaces, other than for laboratory use; fireplaces, domestic;
flues (chimney); dampers (heating); apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
【35】Advertising, business management; business administration; office functions, importexport agencies; updating of advertising material; presentation of goods on
communication media, for retail purposes.
【42】Industrial design; engineering; design of interior decor; consultancy in the field of
energy-saving; creating and maintaining web sites for others; provision of scientific
information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; architectural
consultation; scientific and technological services and research and design relating
thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer
hardware and software.
【06】金属製煙突，金属製煙突筒，炉用囲い金網
【09】Computer programs (software) used for accessing information on a global computer
network; computer programs (software) used for locating, searching for and receiving
text, electronic documents, graphics and audiovisual information on internal computer
networks at company level and on local and wide-area global computer networks;
computer programs (software) for data extraction, natural language processing and real
time analysis of social network content, including text messaging services, instant
messaging services, online posts on blogs, text, Internet links (Web links) and images on
the Internet and on other communication networks; computer programs (software) for
data analysis and the presentation of results; computer programs (software) for the
opinion polling through social network channels; computer programs (software) for
providing Web-based access to applications and services via an operating system
interface on the Web or Internet portal; computer programs (software) for the use of the

