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No.

商標（見本）
1

2

3

商標
小森の恵

種別

出願日

通常:
標準

2012/9/3

ＢＩＨＡＤＡＫＡＤＥＮ＼美肌花伝 通常

ＤＲＥＡＭＴＡＬＥ＼ＫＵＢＥＡＲ∞
通常
Ｋ∞Ｂ

2012/9/3

2012/9/3

出願番号

出願人／権利者

2012-070949 ＲｅＬｉｆｅ Ｌａｂ株式会社

区分

【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。）

03,05,32

【03】せっけん類，シャンプー，歯磨き，化粧品，香料，薫料，家庭用脱脂剤，染み抜きベン
ジン，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤
【05】薬剤，入浴剤，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮変質剤，サプリメント，衛生マスク，
医薬用ラクトース
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース，ビール，ビール製造用ホップ
エキス

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，乳
幼児用飲料，乳幼児用食品

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，ホテルの事業の管理，キャラクター商品の販売に関する企画，キャラク
ター商品の製造事業の企画，キャラクター商品の販売に関する情報の提供，コンピュータ
による会員の顧客管理，統計的情報の提供，インターネットウエブサイトにおけるショッピ
ングモールを介した商品の広告，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の売買契約の媒介，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の販売に関する情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商
品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行
【05】サプリメント，家畜及び愛玩動物用サプリメント，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属す
るものを除く。）
【31】飼料，家畜及び愛玩動物用飲料，ペットフード，飼料用たんぱく
【05】有害動物駆除剤，有害動物忌避剤，殺虫剤，殺菌剤，除草剤

2012-070976 株式会社ＭＯＯＣＡＬ

2012-070982 株式会社サンリオ

4

ＤＲＥＡＭＴＡＬＥ＼ＫＵＢＥＡＲ∞
通常
Ｋ∞Ｂ

2012/9/3

2012-071009 株式会社サンリオ

5

みるみる元気 ＢＮペット

通常:
標準

2012/9/3

2012-071039 株式会社三旺インターナショナル

05,31
05

6

ＢＡＳＡＧＲＡＮ ＴＵＲＦ＼バサ
グランターフ

通常

2012/9/3

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

2012-071047

指定商品・役務

05

ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロ
ピア

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

商標（見本）

7

8

9

10

商標

種別

ＭＡＤＥ ＦＯＲ ＳＰＥＥＤ＼メイ
通常
ド フォー スピード

ＰＥＲＦＥＣＴ ＢＩＫＥ ＷＡＳＨ＼
通常
パーフェクト バイク ウォッシュ

ＫＵＳＡＮＯＨＡ＼ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ
通常
Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ．

ｃａｓｕａｌｏｆｆｉｃｅ＼カジュアルオ
フィス

通常

出願日

2012/9/3

2012/9/3

2012/9/3

2012/9/3

出願番号

出願人／権利者

区分

【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，塗料，防錆グリース，防錆油
【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，洗浄剤（製
造工程用及び医療用のものを除く。），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
【04】潤滑剤，工業用油，潤滑油，潤滑グリース，工業用油脂，ろう

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，つや出し剤，せっけん類，洗浄剤（製
造工程用及び医療用のものを除く。），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

35

【35】薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，ラブドー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，避妊
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，自慰補助器具
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

16,20,35,42

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙類，文房具類，印刷物
【20】家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ
【35】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，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，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
【05】茶を主原料とする食餌療法用飲料，医療用茶，医療用薬草茶，茶を主原料とする食
餌療法用食品，茶を主原料とする栄養補助食品，茶を主原料とするサプリメント
【30】茶，茶飲料，ハーブを含有してなる茶・茶飲料，薬草類を含有してなる茶・茶飲料，生
薬を含有してなる茶・茶飲料，各種ビタミンを含有してなる茶・茶飲料
【32】茶入り又は茶風味の清涼飲料，茶及びハーブ入り清涼飲料，茶及び薬草入り清涼飲
料，茶及び生薬入り清涼飲料，茶及び各種ビタミン入り清涼飲料

2012-071056 呉工業株式会社

2012-071057 呉工業株式会社

2012-071063 有限会社くさの葉化粧品

2012-071068 プラス株式会社

05,30,32
11

涼爽茶

通常:
標準

2012/9/3

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

指定商品・役務

02,03,04

2012-071080 三井農林株式会社

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

12

商標（見本）

商標

ＡＮ ＯＲＩＧＩＮＡＬ ＰＥＮＧＵＩＮ
ＢＹ ＭＵＮＳＩＮＧＷＥＡＲ

種別

通常

出願日

2012/9/3

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】香料，薫料，香水，コロン，身体防臭用化粧品，バスローション，バスクリーム，バス
オイル，ボディローション，バスパウダー，バスソープ，スクラブ剤を配合したボディ洗浄
料，フェースパウダー，化粧品，オードトワレ，シャワージェル，オードトワレスプレー，アフ
ターシェービングバーム，主にシャワージェル・オードトワレスプレー・アフターシェービング
バームよりなるオードトワレギフトセット，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯
磨き

03

【03】香料，薫料，香水，コロン，身体防臭用化粧品，バスローション，バスクリーム，バス
オイル，ボディローション，バスパウダー，バスソープ，スクラブ剤を配合したボディ洗浄
料，フェースパウダー，化粧品，オードトワレ，シャワージェル，オードトワレスプレー，アフ
ターシェービングバーム，主にシャワージェル・オードトワレスプレー・アフターシェービング
バームよりなるオードトワレギフトセット，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯
磨き

03,05

【03】化粧品，せっけん類，香料，薫料，歯磨き，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，清浄綿
【05】サプリメント，乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳
幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），入浴剤，薬剤

ペリー エリス インターナショナル
2012-071103 グループ ホールディングス リミテッ
ド

13

図形商標

通常

2012/9/3

ペリー エリス インターナショナル
2012-071104 グループ ホールディングス リミテッ
ド

14

すねびじん

通常:
標準

2012/9/3

2012-071105 株式会社池田模範堂
05

15

禄宝寿

16

激快感

17

超激爽

通常

通常:
標準
通常:
標準

18

§舌舌男∞ＴＡＮ ＴＡＮ ＭＥＮ 通常

19

応援コスメ

20

ＭＡＳＳＥＮＧＩＬＬ

通常:
標準
通常:
標準

2012/9/3

2012-071181 株式会社 まつみ

2012/9/3

2012-071189 ロート製薬株式会社

2012/9/3

2012-071190 ロート製薬株式会社

2012/9/3

2012-071191 株式会社 Ｔ－Ｇａｒｄｅｎ

2012/9/3

2012-071193 ナチュムラコスメティクス株式会社

2012/9/3

2012-071198

※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。

メドテック プロダクツ インコーポ
レーテッド

指定商品・役務

03

03

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

03

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

03

【03】口臭用消臭剤，歯磨き，化粧品

03

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，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，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛

03,05

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料
【05】薬剤

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

6／41

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.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

21

22
23
24
25
26
27
28

§ＥＳＴ

通常

通常:
標準
通常:
サルフルチ ＳＡＬＦＬＵＴＩ
標準
通常:
バル・ヒドロ ＶＡＬＨＹＤＲＯ
標準
通常:
テル・ヒドロ ＴＥＬＨＹＤＲＯ
標準
通常:
ドル・チモロ ＤＯＲＴＩＭＯＬＯ
標準
通常:
ドルチモロ ＤＯＲＴＩＭＯＬＯ
標準
通常:
ブデ・ホルモ ＢＵＤＥＦＯＲＭＯ
標準
サル・フルチ ＳＡＬＦＬＵＴＩ

2012-071214

2012/9/4

2012-071353 東和薬品株式会社

2012/9/4

2012-071354 東和薬品株式会社

2012/9/4

2012-071355 東和薬品株式会社

2012/9/4

2012-071357 東和薬品株式会社

2012/9/4

2012-071358 東和薬品株式会社

2012/9/4

2012-071359 東和薬品株式会社

2012/9/4

2012-071360 東和薬品株式会社

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

05
05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

千代田システムテクノロジーズ株式
会社

2012/9/3

指定商品・役務
【35】事業化に関する市場調査，企業化又は新規事業に関する調査・分析・診断・指導，工
場経営に関する診断及び指導，生産性向上に関する経営上の指導及び助言，生産設備
の改修・改善に関する経営上の助言及び指導，事業に関する診断・指導及び助言，経営
の診断又は経営に関する助言，経営の管理，市場調査又は分析，商品の販売に関する
情報の提供，事業の運営及び管理，ホテルの事業の管理，他人の事業のために行う物品
の調達及びサービスの手配，他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配
に関する指導及び助言，商品の通信販売の取次ぎ，商品の販売促進活動又は役務の提
供の促進活動のための企画・運営又は実行の代理，一般会社事務・受付・秘書・経理事
務・事務用機器の操作・データ入力，一般事務処理の代行，文書又は磁気テープのファイ
リング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，電
子計算機によるファイルの管理，電子計算機による情報検索事務の代行，コンピュータ
データベースへの情報構築及び情報編集，電話の取次ぎの代行，建築物における来訪
者の受付及び案内，電子計算機用プログラム及び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，広告業，トレーディングスタンプ
の発行，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，広
告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，新
聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動
車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売
【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）2012.09.02～2012.09.08.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
05,29,30,32,35

29

リリョウ＼理療

通常

2012/9/4

2012-071371 大木製▲薬▼株式会社

03,05
30

Ｖｅｃｔｒａ＼３Ｄ

通常

2012/9/4

31

ＫＡＮＥＴＳＵＧＵ

通常:
標準

2012/9/4

32

ＤＤテラパワー

通常:
標準

2012/9/4

2012-071372

セバ アニマル ヘルス エルエル
シー．

ビーエーエスエフ アグロ ベー．ファ 05
2012-071389 ウ．アルンヘム（エンエル）ツヴァイク
ニーダーラッスング ヴェーデンス
05
2012-071414 株式会社ニックス
01,05

33

ＣｅｌｌＮｏａ

通常

2012/9/4

2012-071436 旭化成せんい株式会社

01,05
34

ＮａｎｏＡｃｔ

通常

2012/9/4

※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。

2012-071437 旭化成せんい株式会社

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

指定商品・役務
【05】薬剤，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，プロテインを主原料とする液体状の加工食品，プロテインを主成分とする粒
状・顆粒状・液状・錠剤状・粉末状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品，レシチン・
ビタミン・プロテイン・ミネラルを主成分とする顆粒状および粉状の加工食品，植物を主原
料としプロテインを含有する粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食
品，茶・コーヒー豆・穀物を主原料としプロテインを加味してなる粉状・粒状・錠剤状・カプセ
ル状・液体状・ゼリー状の加工食品，その他のサプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法
用食品，乳幼児用粉乳，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に
属するものを除く。）
【29】プロテイン入り食用油脂，その他の食用油脂，プロテインミルク（アルブミン乳），その
他の乳製品，プロテイン入りカレー・シチュー又はスープ，プロテイン入りカレー・シチュー
又はスープのもと，その他のカレー・シチュー又はスープのもと，プロテイン入り食用たん
ぱく，その他の食用たんぱく，加工野菜及び加工果実，豆，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，豆乳，豆腐，納豆
【30】プロテイン入りアイスクリームのもと，プロテイン入りシャーベットのもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，プロテイン入りコーヒー及びココア，コーヒー，ココア，プロテ
イン入り穀物の加工品，その他の穀物の加工品，プロテイン入り即席菓子のもと，その他
の即席菓子のもと，プロテイン入り茶，その他の茶，調味料，食用グルテン
【32】プロテインを加味した果実飲料，プロテインを加味した清涼飲料，プロテインを含む清
涼飲料，プロテインを含有する飲料水，プロテインを含有する鉱泉水，プロテインを含有す
る炭酸水，プロテイン入りの清涼飲料（コーヒーシロップを除く。），清涼飲料，果実飲料，
飲料用野菜ジュース プロテインを含有する乳清飲料 その他の乳清飲料
【03】馬・犬・猫・フェレット及び小動物の外皮及び毛に用いられる薬用シャンプー・リンス
【05】馬・犬・猫及び小動物に用いられる駆虫剤，犬・猫及び小動物に用いられる殺虫剤，
馬・犬・猫及び小動物に用いられるダニ・ノミ及び蚊の予防・治療薬（スプレー式及び軟膏
を含む。），馬・犬・猫及び小動物に用いられるダニ・ノミ・シラミ・蚊及びブヨ用殺虫剤（スプ
レー式・噴霧式及びデップを含む。），使い捨てティッシュに染み込ませた馬・犬・猫・フェ
レット及び小動物に用いられる殺虫剤，使い捨てティッシュに染み込ませた馬・犬・猫・フェ
レット及び小動物に用いられる寄生虫の予防・駆除剤，馬・犬・猫・フェレット及び小動物に
用いられる泡状の殺虫剤，馬・犬・猫・フェレット及び小動物に用いられる泡状の寄生虫の
駆除 予防剤 動物用薬剤
【05】有害動物駆除剤，有害動物忌避剤，殺虫剤，殺菌剤，除草剤

【05】空気消臭剤，自動車用消臭剤，室内用消臭剤，台所用消臭剤，風呂用消臭剤，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。）
【01】粉末状のセルロース（化学品に属するものに限る。），抗体を結合するためのセル
ロースからなる薬剤製造用担体，化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを
除く。），写真材料，試験紙，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【05】体外診断用試薬，キット状の体外診断用試薬，抗体を結合するための担体として用
いられる粉末状のセルロースを利用したキット状の体外診断用試薬，薬剤，医療用油紙，
衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用
ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，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，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属
するものを除く
） 人工受精用精液
【01】粉末状のセルロース（化学品に属するものに限る。），抗体を結合するためのセル
ロースからなる薬剤製造用担体，化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを
除く。），写真材料，試験紙，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【05】体外診断用試薬，キット状の体外診断用試薬，抗体を結合するための担体として用
いられる粉末状のセルロースを利用したキット状の体外診断用試薬，薬剤，医療用油紙，
衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用
ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，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，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属
するものを除く ） 人工受精用精液
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.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

02,05,06,07,10,11,1 【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
2,15,16,19,20,21,24, 蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・
28,29,31
装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉

東武鉄道株式会社
東武タワースカイツリー株式会社

35

東京スカイツリー

通常:
標準

2012/9/4

2012-071447

36

Ｓｉｍｐｌｅ Ｓｔａｉｎ

通常:
標準

2012/9/4

2012-071448 株式会社ニチレイバイオサイエンス

37

シンプルステイン

通常:
標準

2012/9/4

2012-071449 株式会社ニチレイバイオサイエンス

01,05
01,05
05,28,32

38

立体商標

通常:
立体

2012/9/4

※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。

2012-071453 興和株式会社

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，防虫紙，乳幼児用粉乳，サプリメント，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，キー，コッタ，ワイヤロープ，金網，金属製包
装用容器，金属製建具，金庫，アイゼン，カラビナ，ハーケン
【07】ミシン，機械式の接着テープディスペンサー，自動スタンプ打ち器，電気洗濯機，食器
洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，電気ミキサー，電機ブラシ
【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，綿棒，指サック，避妊用具，睡眠用
耳栓，防音用耳栓，業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ
器，耳かき
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，アイスボックス，氷冷蔵庫，あんどん，
ちょうちん，あんか，懐炉，懐炉灰，湯たんぽ，化学物質を充てんした保温保冷具，洗浄機
能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用椅子
【12】車椅子，船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄
道車両並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・
自転車並びにその部品及び附属品，乳母車
【15】調律機，楽器，演奏補助品，音さ
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，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，荷札，書画
【19】道路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又
は発光式のものを除く。） 石製郵便受け 建具（金属製のものを除く。） 灯ろう 墓標及
【01】実験用試薬（医療用及び獣医科用のものを除く。），化学的診断用試薬（医療用及び
獣医科用のものを除く。），科学用及び研究用の試薬（医療用及び獣医科用のものを除
く。），化学品
【01】実験用試薬（医療用及び獣医科用のものを除く。），化学的診断用試薬（医療用及び
獣医科用のものを除く。），科学用及び研究用の試薬（医療用及び獣医科用のものを除
く。），化学品
【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，耳帯，眼帯，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
【28】遊戯用器具，囲碁用具，将棋用具，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，マージャン用具，ビリヤード
用具，おもちゃ，人形，運動用具，スキーワックス，釣り具，
【32】清涼飲料，果実飲料

9／41

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.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

29,30,35,41,43,44,4 【29】乳製品，銀鱈の西京味噌漬け，ちりめんじゃこ，肉製品，加工水産物，しいたけの佃
煮，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，
5

39

ＨＯＴＥＬ椿山荘ＴＯＫＹＯ

通常:
標準

2012/9/4

2012-071471 藤田観光株式会社

40

シーアイユー

通常:
標準

2012/9/4

2012-071502 興和株式会社

41

シーアイアイ

通常:
標準

2012/9/4

2012-071503 興和株式会社

42

アゴン

通常:
標準

2012/9/4

2012-071504 興和株式会社

43

ボーンライト

通常:
標準

2012/9/4

2012-071505 興和株式会社

44

エフォート

通常:
標準

2012/9/4

2012-071506 興和株式会社

45

エントランス

通常:
標準

2012/9/4

2012-071507 興和株式会社

46

エンブレム

通常:
標準

2012/9/4

2012-071508 興和株式会社

47

オフェンス

通常:
標準

2012/9/4

2012-071509 興和株式会社

48

オブジェ

通常:
標準

2012/9/4

2012-071510 興和株式会社

49

オムニバス

通常:
標準

2012/9/4

2012-071511 興和株式会社

50

ウノン

通常:
標準

2012/9/4

2012-071512 興和株式会社

05
05
05
03,05,32

※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
05
05
05
05
05
05

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

レトルトカレー，スープ，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ，即席菓子のもと
【35】ポイントカードの発行，トレーディングスタンプの発行，記念品・贈答品の売買契約の
媒介，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，ガイドのあっせん，通訳のあっせん，ベビーシッターの
あっせん，職業のあっせん，速記，筆耕，複写機による書類の複製，書類の複製，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，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，キーホルダー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，食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，生理用
ナプキン及び生理用パンティの小売又は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，生花及びアレンジした生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，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，葉書の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供 新聞及び雑誌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【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，耳帯，眼帯，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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

51

メダン

通常:
標準

52

トポ

通常:
標準

2012/9/4

2012-071514 興和株式会社

53

ダモ

通常:
標準

2012/9/4

2012-071515 興和株式会社

54

スペ

通常:
標準

2012/9/4

2012-071516 興和株式会社

55

ドキン

通常:
標準

2012/9/4

2012-071517 興和株式会社

56

キーワード

通常:
標準

2012/9/4

2012-071518 興和株式会社

57

クオータータイム

通常:
標準

2012/9/4

2012-071519 興和株式会社

58

キャベファイト

通常:
標準

2012/9/4

2012-071520 興和株式会社

59

アセプレダーム

通常:
標準

2012/9/4

2012-071521 興和株式会社

60

セグレット

通常:
標準

2012/9/4

2012-071522 興和株式会社

2012/9/4

2012-071513 興和株式会社

区分
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
03

61

Ａｓｔａｄ’ｏｒ

通常

2012/9/4

2012-071539 コルペエコー株式会社

62

アスタドール

通常:
標準

2012/9/4

2012-071540 コルペエコー株式会社

63

64

海ダイヤ＼ＳＥＡ ＤＩＡＭＯＮＤ

加多寳

通常

優先

2012/9/4

2012/9/4

※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】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，せっけん類，歯磨き，化粧品，ジェル状美容液，香料

05

【05】サプリメント，養殖とらふぐの肝から採取した肝油，肝油を主原料とする板状・ウエ
ハース状・液状・固形状・カプセル状・顆粒状・ゲル状・錠剤状・ゼリー状・タブレット状・チュ
アブル状・ビスケット状・ブロック状・ペースト状・粒状の加工食品，肝油ドロップ，薬剤，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。）

05,30,32

【05】漢方薬，薬剤及び獣医科用剤，医療用の衛生剤，食餌療法用食品・飲料・薬剤，乳
幼児用食品，膏薬，ばんそうこう，包帯，ガーゼ，歯科用充てん材料，歯科用ワックス，消
毒剤，有害動物駆除剤，殺菌剤，除草剤
【30】茶，ハーブティーその他の茶，コーヒー，ココア，砂糖，米，タピオカ，サゴ，代用コー
ヒー，穀粉及び穀物からなる加工品，パン，ペストリー及び菓子，氷菓，はちみつ，糖蜜，
酵母，ベーキングパウダー，食塩，マスタード，酢，ソース（調味料），香辛料，氷
【32】飲料，飲料製造用調製品，ビール，ミネラルウォーター，炭酸水及びアルコールを含
有しないその他の飲料，果実飲料及び果汁，シロップ，その他の飲料製造用調製品

2012-071558 株式会社萬坊

2012-071613

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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【03】かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛用接着剤，口
臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，ジェル状美容液，香料

ジェイディービー インターナショナル
グループ カンパニー リミテッド

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

65

66

商標（見本）

商標

種別

ＭＡＩＳＯＮ＼ＤＥ＼ＲＥＥＦＵＲ＼
分割
Ｌｅｓ＼ｐｅｔｉｔｓ ｂｏｎｈｅｕｒｓ

ヴァージンミントの香り

通常:
標準

出願日

2012/9/4

2012/9/4

出願番号

出願人／権利者

区分

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

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，せっけん類，香料，薫料，化粧品，かつら装着用接着剤，つけまつげ
用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり
【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，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
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，身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，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，美容用又は衛生用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，家庭用電気マッサージ器の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，スピーカ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，電気通信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，電子計算機用プログラムの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具
及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤
及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化
粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
運動用特殊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，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

2012-071615 株式会社ジュン

2012-071625 花王株式会社

35,42

67

図形商標

通常

2012/9/4

※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

2012-071627 ▲高▼山 達夫

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）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,42

68

図形商標

通常

2012/9/4

2012-071628 ▲高▼山 達夫

35

69

ｓｕｍａｉｎｕ

通常:
標準

2012/9/4

※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。

2012-071693 株式会社グローブテイルズ

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

指定商品・役務
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，身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，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，美容用又は衛生用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，家庭用電気マッサージ器の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，スピーカ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，電気通信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，電子計算機用プログラムの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具
及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤
及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化
粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
運動用特殊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，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
【35】愛玩動物のおり及びかごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，愛玩動物用のおもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，愛玩動物用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，愛玩動物用生理用ショーツの小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，愛玩動物用ブーツの小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，愛玩動物用装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，愛玩動物運搬用ケース及びカー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，愛玩動物用ス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，愛玩動物用ソファ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，愛玩動物用ベッドの小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物用マットの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物用クッションの小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物用の護身用ライ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，愛玩動物用給水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，愛玩動物用体重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，愛玩動物用のシャンプー及びコンディショ
ナ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，愛玩動物用虫
除け及び毛艶スプレ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，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，愛玩動物用のブラッシング用ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，愛玩動物用歯磨き粉の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，愛玩動物用歯ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，愛玩動物用の係留具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，愛玩動物のしつけ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 愛玩動物用駆虫剤の小売又は卸売の業務において行わ
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03,05,16,41,43,44

70

ｍｅｅｔｓｍａｇ＼ミーツマグ

71

ピタリケア

72

ガードケア

73

ピタッチ

74

ぬりピタ

75

ピタリオ

76

ベクトラ

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常:
標準

2012/9/5

2012-071745 杏林製薬株式会社

2012/9/5

2012-071799 大正製薬株式会社

2012/9/5

2012-071800 大正製薬株式会社

2012/9/5

2012-071801 大正製薬株式会社

2012/9/5

2012-071802 大正製薬株式会社

2012/9/5

2012-071803 大正製薬株式会社

2012/9/5

2012-071807

05
05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

03,05

【03】馬・犬・猫・フェレット及び小動物の外皮及び毛に用いられる薬用シャンプー・リンス
【05】馬・犬・猫及び小動物に用いられる駆虫剤，犬・猫及び小動物に用いられる殺虫剤，
馬・犬・猫及び小動物に用いられるダニ・ノミ及び蚊の予防・治療薬（スプレー式及び軟膏
を含む。），馬・犬・猫及び小動物に用いられるダニ・ノミ・シラミ・蚊及びブヨ用殺虫剤（スプ
レー式・噴霧式及びデップを含む。），使い捨てティッシュに染み込ませた馬・犬・猫・フェ
レット及び小動物に用いられる殺虫剤，使い捨てティッシュに染み込ませた馬・犬・猫・フェ
レット及び小動物に用いられる寄生虫の予防・駆除剤，馬・犬・猫・フェレット及び小動物に
用いられる泡状の殺虫剤，馬・犬・猫・フェレット及び小動物に用いられる泡状の寄生虫の
【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，広告の企画・その他の広告業，トレーディングスタンプの発行，職業のあっせん，
求人情報の提供，財務書類の作成，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，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，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，衣類用圧縮保存袋の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，靴ブラシ・靴べら・靴磨き布・軽便靴クリーナー・シューツリー・
貴金属製靴飾り・靴用ろう引き縫糸・靴飾り（貴金属製のものを除く。）・靴はとめ・靴ひも・
靴ひも代用金具の小売又は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，うちわ・扇
子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ガーター・靴下止
め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕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，身飾品（「カフスボタン」を除く。）・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，ヘアークリップ・ヘアーゴム・その他の頭飾品の小売又
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，ボタン類・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，歯ブラシ・舌クリーナー・家
庭用手動式美容マッサージローラー・頭皮マッサージ用ブラシ・化粧用具（「電気式歯ブラ
シ」を除く。）・つけづめ・ネイルカラー・ネイルアート用ステッカー・つけまつ毛・化粧用コット
ン・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・毛抜き・耳か

セバ アニマル ヘルス エルエル
シー．

35,44

77

ココカラファイン ヘルスケア

通常

2012/9/5

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

指定商品・役務
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
薫料
【05】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，乳児用粉乳，サプリメント，乳幼児用飲料，乳幼児
用食品
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，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，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブ
ルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，文房具類，印刷物
【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，書籍の制作，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。）
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，育児相談及びこれに
関する情報の提供，保育所における乳幼児の保育，保育所における乳幼児の保育・育児
に関する情報の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，おしぼりの貸与，タオルの貸与
【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

2012-071808 株式会社ココカラファイン

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）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

78

クリーンラインペパーミント

通常:
標準

79

クリーンラインラベンダー

通常:
標準

2012/9/5

2012-071849 興和株式会社

80

クリーンラインタイム

通常:
標準

2012/9/5

2012-071850 興和株式会社

81

クリーンラインティートリー

通常:
標準

2012/9/5

2012-071851 興和株式会社

82

クリーンラインピュア

通常:
標準

2012/9/5

2012-071852 興和株式会社

83

ワンバイワン

通常:
標準

2012/9/5

2012-071854 興和株式会社

84

プチフレッシュ

通常:
標準

2012/9/5

2012-071855 興和株式会社

85

ユーヘルプ

通常:
標準

2012/9/5

2012-071856 興和株式会社

2012/9/5

2012-071848 興和株式会社

区分
05
05
05
05
05
03,05,32

05
05,32

05,10,28

86

ミニツボくん

通常:
標準

2012/9/5

2012-071857 興和株式会社

05,10,11
87

冷えるん棒

通常:
標準

直冷

通常:
標準

2012/9/5

2012-071863 興和株式会社
05,10,11

88

2012/9/5

2012-071864 興和株式会社
05,10,11

89

ジカビエ

通常:
標準

2012/9/5

※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。

2012-071865 興和株式会社

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

指定商品・役務
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【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，耳帯，眼帯，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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【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，耳帯，眼帯，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
【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，耳帯，眼帯，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
【32】清涼飲料，果実飲料
【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，耳帯，眼帯，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
【10】不織布等の支持体片面にジェル等の高含水性基剤層を形成せしめて成る貼付式人
体冷却用シート，噴射ノズル付き密封容器にアルコールや液化石油ガス等の揮発性成分
を充填せしめて成る人体用コールドスプレー器，その他の医療用機械器具，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
【28】サポーター地内面にジェル等の高含水性基剤層を有するサポーター，その他の運動
【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，耳帯，眼帯，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
【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，綿棒，指サック，医療用機械器具
【11】化学物質を充てんした保温保冷具
【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，耳帯，眼帯，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
【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，綿棒，指サック，医療用機械器具
【11】化学物質を充てんした保温保冷具
【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，耳帯，眼帯，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
【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，綿棒，指サック，医療用機械器具
【11】化学物質を充てんした保温保冷具
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
16,18,24,25,35

90

§ＴＲＩＮＩＴＹ ＡＲＴＳ

通常

2012/9/5

2012-071903 株式会社トリニティアーツ

16,18,24,25,35

91

§ＴＲＩＮＩＴＹ∞ＡＲＴＳ

通常

2012/9/5

2012-071904 株式会社トリニティアーツ

05
92

イチケー＼１Ｋ

通常

2012/9/5

※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。

2012-071961

ソシエテ・デ・プロデュイ・ネスレ・エ
ス・アー

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

指定商品・役務
【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，家庭用食品包装フィルム，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
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【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，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】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，
職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読
の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる
事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプラ
イター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，自
動販売機の貸与 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
【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，家庭用食品包装フィルム，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
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【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，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】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，
職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読
の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる
事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプラ
イター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，自
動販売機の貸与 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
【05】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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

93

94

95

96

商標（見本）

商標

図形商標

セミソリッド＼ＳｅｍｉＳｏｌｉｄ

サポート＼Ｓｕｐｐｏｒｔ

図形商標

種別

通常

通常

通常

通常

出願日

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

※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，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，はえ取り紙，防虫紙

05

【05】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

05

【05】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

30,35

【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，その他の調味料，アイスクリームのもと，シャーベット
のもと，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，パスタソー
ス，ココア製品，穀物を主材とする惣菜
【35】商品の通信販売の取次ぎ，商品の通信販売の取次ぎに関する情報の提供，広告
業，広告業に関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，トレーディングスタンプの
発行に関する情報の提供，経営の診断又は経営に関する助言，経営の診断又は経営に
関する助言に関する情報の提供，市場調査又は分析，市場調査又は分析に関する情報
の提供，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，ホテルの事業の管理に
関する情報の提供，商品の販売促進活動又は役務の提供の促進活動のための企画・運
営又は実行の代理，商品の販売促進活動又は役務の提供の促進活動のための企画・運
営又は実行の代理に関する情報の提供，商品の売上又は売上ランキング情報の提供，
消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供，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，携帯電話用ストラップ及びその他の電気機
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，キーホル
ダー及びその他の手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，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，あぶらとり紙及びその他の化粧品・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

2012-071963 和泉薬品工業株式会社

2012-071964

2012-071965

ソシエテ・デ・プロデュイ・ネスレ・エ
ス・アー

ソシエテ・デ・プロデュイ・ネスレ・エ
ス・アー

2012-071994 関製菓株式会社

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）2012.09.02～2012.09.08.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

97

日々野 優

通常:
標準

2012/9/5

2012-072076 株式会社ファミリーマート

35

98

Ｆ

通常

2012/9/5

※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。

2012-072087 株式会社ファミリーマート

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，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，被服の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産
物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，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
【35】広告業，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，被服の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産
物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.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

99

まめうさ

100

スクレア

101

スクリューパンチ

102

スクレオ

103

菌斗雲＼キントウン

104

ワイルドカード

105

カジュレックス

106

ファームバリア

107

ワイドトップ

108

ＶＩＲＡＬＩＧＮ

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

優先

2012/9/5

2012-072089 庄内空港ビル株式会社

2012/9/6

2012-072167 住友化学株式会社

2012/9/6

2012-072168 住友化学株式会社

2012/9/6

2012-072169 住友化学株式会社

2012/9/6

2012-072170 住友化学株式会社

2012/9/6

2012-072171 住友化学株式会社

2012/9/6

2012-072172 住友化学株式会社

2012/9/6

2012-072173 住友化学株式会社

2012/9/6

2012-072174 住友化学株式会社

2012/9/6

※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。

01,05

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
【01】化学品
【05】薬剤

01,05

【01】化学品
【05】薬剤

01,05

【01】化学品
【05】薬剤

01,05

【01】化学品
【05】薬剤

01,05

【01】化学品
【05】薬剤

01,05

【01】化学品
【05】薬剤

01,05

【01】化学品
【05】薬剤

01,05

【01】化学品
【05】薬剤

05

【05】獣医科用のワクチン，獣医科用の抗菌剤，獣医科用の抗ウイルス剤，獣医科用の免
疫回復性の生物製剤，動物又は家畜用のウイルス性疾患予防・治療用の薬剤，動物又
は家畜用の伝染性疾患予防・治療用の薬剤，動物用又は家畜用の非伝染性疾患予防・
治療用の薬剤，動物用又は家畜用の代謝疾患予防・治療用の薬剤，動物用又は家畜用
薬剤，獣医科用飼料添加剤，飼料添加物（医療用のもの），殺虫用又は防虫用の動物用
又は家畜用薬剤，外部寄生虫感染の予防・治療に係る薬剤，殺虫剤，害虫駆除剤，獣医
科用ホルモン剤，獣医科用ホルモン剤のインプラント（生組織用のもの），その他の薬剤

2012-072204 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）2012.09.02～2012.09.08.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

109

株式会社オフィスコンビニ

通常:
標準

2012/9/6

2012-072208 株式会社オフィスコンビニ

35

110

§ＯＣ∞Ｏｆｆｉｃｅ Ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｃｅ
通常
＼オフィスコンビニ

2012/9/6

2012-072209 株式会社オフィスコンビニ

35

111

ＯＦＦＩＣＥ ＣＯＮＶＥＮＩ＼オフィ
スコンビニ

通常

2012/9/6

112

かねつぐ

通常:
標準

2012/9/6

113

ステムサーバイブ＼ＳｔｅｍＳｕｒｖ
通常
ｉｖｅ

2012/9/6

※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。

2012-072210 株式会社オフィスコンビニ

ビーエーエスエフ アグロ ベー．ファ 05
2012-072219 ウ．アルンヘム（エンエル）ツヴァイク
ニーダーラッスング ヴェーデンス
01,05
2012-072254 倉敷紡績株式会社

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

指定商品・役務
【35】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，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，加工食
料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，ビタミンまた
はビタミン・ミネラルを主成分・ビタミン・ミネラルを主成分とする粉末・顆粒または固形状若
しくは液体状の加工食品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益
の提供，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
【35】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，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，加工食
料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，ビタミンまた
はビタミン・ミネラルを主成分・ビタミン・ミネラルを主成分とする粉末・顆粒または固形状若
しくは液体状の加工食品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益
の提供，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
【35】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，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，加工食
料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，ビタミンまた
はビタミン・ミネラルを主成分・ビタミン・ミネラルを主成分とする粉末・顆粒または固形状若
しくは液体状の加工食品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益
の提供，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
【05】有害動物駆除剤，有害動物忌避剤，殺虫剤，殺菌剤，除草剤

【01】組織・細胞用保存液（医療用のものを除く。）
【05】組織・細胞用保存液（医療用）
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.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

01,03,05,09,10,11,1 【01】化学品，植物成長調整剤類，高級脂肪酸，肥料，人工甘味料，工業用ラクトース，ラ
4,16,18,21,24,25,28, クトース（原料），ラクトース（食品工業用添加物）
【03】せっけん類，歯磨き，香料，薫料，化粧品，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，
29,30,32
つや出し紙，つや出し布

114

図形商標

通常

2012/9/6

2012-072262 興和株式会社

01,03,05,09,10,11,1
4,16,18,21,24,25,28,
29,30,32

115

図形商標

通常

2012/9/6

※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。

2012-072263 興和株式会社

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，耳帯，眼帯，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，人工受精用精液，乳幼児用粉乳，はえ取り紙，サプリメント，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品，医薬用ラクトース
【09】眼鏡
【10】医療用機械器具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），し
びん，病人用差込み便器，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，避妊用具
【11】あんか，懐炉，懐炉灰，湯たんぽ，化学物質を充てんした保温保冷具
【14】身飾品，時計，貴金属，キーホルダー
【16】文房具類，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，印刷物，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【21】食器類，化粧用具
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，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】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
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，愛玩動物用おもちゃ，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具
【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，乳製品
【30】コーヒー ココア 茶 調味料 菓子 パン サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバー
【01】化学品，植物成長調整剤類，高級脂肪酸，肥料，人工甘味料，工業用ラクトース，ラ
クトース（原料），ラクトース（食品工業用添加物）
【03】せっけん類，歯磨き，香料，薫料，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，耳帯，眼帯，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，人工受精用精液，乳幼児用粉乳，はえ取り紙，サプリメント，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品，医薬用ラクトース
【09】眼鏡
【10】医療用機械器具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），し
びん，病人用差込み便器，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，避妊用具
【11】あんか，懐炉，懐炉灰，湯たんぽ，化学物質を充てんした保温保冷具
【14】身飾品，時計，貴金属，キーホルダー
【16】文房具類，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，印刷物，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【21】食器類，化粧用具
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，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】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
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，愛玩動物用おもちゃ，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具
【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，乳製品
【30】コーヒー ココア 茶 調味料 菓子 パン サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバー
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.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

01,03,05,09,10,11,1 【01】化学品，植物成長調整剤類，高級脂肪酸，肥料，人工甘味料，工業用ラクトース，ラ
4,16,18,21,24,25,28, クトース（原料），ラクトース（食品工業用添加物）
【03】せっけん類，歯磨き，香料，薫料，化粧品，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，
29,30,32
つや出し紙，つや出し布

116

図形商標

通常

2012/9/6

2012-072264 興和株式会社

01,03,05,09,10,11,1
4,16,18,21,24,25,28,
29,30,32

117

図形商標

通常

2012/9/6

2012-072265 興和株式会社

118

ペクシオン

通常:
標準

2012/9/6

ベーリンガー インゲルハイム フェト 05
2012-072275 メデイカ ゲゼルシャフト ミット ベ
シュレンクテル ハフツング

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

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

【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，耳帯，眼帯，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，人工受精用精液，乳幼児用粉乳，はえ取り紙，サプリメント，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品，医薬用ラクトース
【09】眼鏡
【10】医療用機械器具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），し
びん，病人用差込み便器，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，避妊用具
【11】あんか，懐炉，懐炉灰，湯たんぽ，化学物質を充てんした保温保冷具
【14】身飾品，時計，貴金属，キーホルダー
【16】文房具類，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，印刷物，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【21】食器類，化粧用具
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，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】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
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，愛玩動物用おもちゃ，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具
【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，乳製品
【30】コーヒー ココア 茶 調味料 菓子 パン サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバー
【01】化学品，植物成長調整剤類，高級脂肪酸，肥料，人工甘味料，工業用ラクトース，ラ
クトース（原料），ラクトース（食品工業用添加物）
【03】せっけん類，歯磨き，香料，薫料，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，耳帯，眼帯，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，人工受精用精液，乳幼児用粉乳，はえ取り紙，サプリメント，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品，医薬用ラクトース
【09】眼鏡
【10】医療用機械器具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），し
びん，病人用差込み便器，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，避妊用具
【11】あんか，懐炉，懐炉灰，湯たんぽ，化学物質を充てんした保温保冷具
【14】身飾品，時計，貴金属，キーホルダー
【16】文房具類，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，印刷物，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【21】食器類，化粧用具
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，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】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
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，愛玩動物用おもちゃ，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具
【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，乳製品
【30】コーヒー ココア 茶 調味料 菓子 パン サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバー
【05】動物用薬剤
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
16,18,25,35

119

Ｇｉｒｌ ｂｙ ＰＥＡＣＨＪＯＨＮ＼
ガール バイ ピーチジョン

通常

2012/9/6

2012-072293 株式会社ピーチ・ジョン

03,05,32

120

Ｆｅｒｍａｔｕｒｅ＼フェルマチュール 通常

2012/9/6

2012-072321 有限会社ルブラン

10,11,30,35,44

121

§ＸＹＺ＼Ｓｉｚｅ Ｄｏｗｎ＼サイズ
通常
ダウン

2012/9/6

※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。

2012-072330 グローブサイエンス株式会社

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

指定商品・役務
【16】カタログ，雑誌，書籍，出版物，パンフレット，カレンダー，ポスター，印刷物，教材（器
具に当たるものを除く。），はがき，文房具としての又は家庭用の接着バンド，文字・記号
等を表示する装飾用シール，ネームカード用ストラップ，クリップボード，事務用クリップ，
デスクマット，手帳カバー，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，事務用品
（家具に属するものを除く。），筆記用紙，厚紙製筒，包装紙，手提付き紙袋，紙袋，紙箱，
ティッシュぺーパー，トイレットペーパー，紙類，家庭用プラスチック製小物入れ袋，提手付
簡易買物袋，紙製又はプラスチック製簡易買物袋，紙製ランチョンマット，紙製コース
ター，紙製コーヒーフィルター，電子レンジ調理用袋，紙製タオル，紙製ハンカチ，化粧落
とし用紙ナプキン，紙製のれん，紙製テーブルリネン，包装用プラスチックフィルム，プラス
チック製手さげ付包装用袋，プラスチックス製包装用袋，食品保存用プラスチック製袋，紙
製又はプラスチック製のごみ収集用袋，書画，写真，写真立て，ポートレート
【18】かばん類，小物入れ袋，下着用ポーチ，ポーチ，ランチバッグ，財布，袋物，かばん
用・袋物用ストラップ，かばん用タグ，皮革製・人工皮革製ティッシュペーパー箱カバー，革
製工具袋，傘，携帯用化粧道具入れ，愛玩動物用被服類，愛玩動物用装着具，革製又は
レザーボード製の箱・容器，革製包装用袋，革製バンド，毛皮製カバー，家具用張り革，む
ち，乗馬用具，皮革，レザーボード，乳幼児用スリング，幼児用背負い袋，かばん用金具，
袋物用金具
【25】下着，体形補整用下着，コルセット，ボディス（下着），ブラジャー用パッド，乳首被覆
用パッド，レオタード，レギンス，カフス，釣り用ベスト，タイツ，ストッキング，アイマスク，エ
プロン，えり巻き，ショール，スカーフ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，ボア（襟巻），マフ
ラー，よだれ掛け又は胸当て（紙製のものを除く。），サポーター付き靴下，圧迫作用によ
るマッサージ効果を有する靴下，靴下，耳覆い，手袋，足袋，保温用サポーター，保温用
マフ ストール アームウオーマー レッグウオーマー 腹巻き 脚に巻いて使用する脚や
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，ボディソープ，その他のせっけん類，歯磨き，入浴湯
に添加して用い皮膚に潤いを与え皮膚をなめらかにし又は肌をひきしめる効果を得ること
のできる粉末状又は液状の浴用化粧品，発毛・育毛効果を有する成分を配合してなる頭
髪用化粧品，その他の化粧品，香料，薫料
【05】入浴剤，育毛剤，その他の薬剤，液状サプリメント，その他のサプリメント，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，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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【10】業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器
【11】家庭用電熱用品類，美容院用又は理髪店用の機械器具（「椅子」を除く。）
【30】茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，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
【35】広告業，フランチャイズ事業の運営・管理，フランチャイズ事業に関する経営の指導
又は助言及びこれらに関する情報の提供，市場調査，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・サプリメント及び
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，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，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，家庭用美容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，業務用美容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，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
【44】美容，エステティック美容，美容に関する指導・助言及び情報の提供，エステティック
美容に関する指導・助言及び情報の提供，美容院用・エステティックサロン用の機械器具
及びマッサージ器の貸与，ダイエット・栄養摂取又は健康管理に関する指導・診断・助言
及びこれらに関する情報の提供 医療情報の提供 健康診断 あん摩・マッサージ及び指
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.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
03,05,09,35,41

122

ふろいく＼風呂育

通常

2012/9/6

2012-072352 牛乳石鹸共進社株式会社

01,03,04,05,06,07,0
8,09,10,11,12,13,14,
16,17,18,20,21,24,2
5,26,28,30,32,33,35,
36,37,38,39,40,41,4
2,43,44,45

123

ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ

通常:
標準

2012/9/6

※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。

2012-072445 綜合警備保障株式会社

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

指定商品・役務
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，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，おむつ，おむつカバー，サプリメント
【09】電子出版物，ダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像，音声・画像・映像・文字情
報を記憶させた記録媒体，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭
用テレビゲーム機用プログラム，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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査，商品の販売に関する情報の提供
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれらに関する助言・情報の提供，セミナー・シ
ンポジウム・講演会の企画・運営又は開催，文化・美容・健康・フィットネス・医療・食・栄養
に関するイベントの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書
籍・電子出版物の制作，映画の上映・制作又は配給，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ
【01】スプレー式の消火剤，消火液及び消火剤
【03】洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨
き，化粧品，香料
【04】燃料，ランプ用灯しん，ろうそく
【05】薬剤，衛生マスク，ガーゼ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，サプリメント，食餌療法用飲
料，食餌療法用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【06】金属製簡易倉庫組立てセット，金属製物置組立てセット，その他の金属製建造物組
立てセット，キー，機器類の転倒防止用金属製金具，その他の金属製金具，ワイヤロー
プ，金網，金属製のネームプレート及び標札，金属製郵便受け
【07】機械式駐車装置，消毒・殺虫又は防臭用散布機（農業用のものを除く。），交流発電
機，直流発電機，自動販売機，電動式扉自動開閉装置
【08】缶切，スプーン，フォーク，護身棒，警棒，刺股，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具に当た
るものに限る。）
【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，タイムス
タンプ，タイムレコーダー，現金自動支払機，現金自動預金支払機，両替機，駐車場用硬
貨作動式ゲート，自動駐車場管理装置，避難はしご，その他の救命用具，救急用シートベ
ルト切断カッター
【10】睡眠用耳栓，防音用耳栓，三角きん，支持包帯，綿棒，自動体外式除細動器
【11】暖冷房装置，タンク用水位制御弁，ラジオ付き懐中電灯その他の懐中電灯，その他
の電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，ガスランプ，石油ランプ，懐炉，湯たんぽ
【12】自動車用盗難警報器，その他の乗物用盗難警報器
【13】防犯用スプレー，護身用スプレー，逃走する犯人・車両等に向けて目印となる液剤を
噴射し犯人逮捕に役立てるための防犯用エアゾール噴射器
【14】キーホルダー，身飾品，時計
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，プラスチック製包装用袋，紙製ごみ収集用
袋，プラスチック製ごみ収集用袋，文房具類，印刷物
【17】電気絶縁材料，ガラスの飛散防止及び熱線の遮断に用いる窓貼り用プラスチックフィ
ルム，自動車その他の窓ガラスに粘着するガラス強化用又はガラス飛散防止用又は紫外
線遮断用のプラスチックフィルムシート，その他のプラスチックフィルムシート
【18】かばん類 袋物 傘
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.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
06,09,35,37,39,41

124

ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ

通常:
標準

2012/9/6

2012-072446 綜合警備保障株式会社

03,05
125

サクラワルツの香り

通常:
標準

2012/9/6

2012-072450 株式会社バスクリン
03,05

126

バスクリン＼ラ・フランス果実の
通常
香り

2012/9/6

2012-072451 株式会社バスクリン

127

コンフォートアロマ＼コンフォー
通常
トアロマの香り

2012/9/6

2012-072452 株式会社バスクリン

128

ミラクルストロー

通常:
標準

2012/9/7

2012-072471

ドンウォン エフアンドビー カンパ
ニーリミテッド

129

ＭＩＲＡＣＬＥ ＳＴＲＡＷ

通常:
標準

2012/9/7

2012-072472

ドンウォン エフアンドビー カンパ
ニーリミテッド

※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
【06】金属製建具，金庫，屋外用金属製ブラインド
【09】消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，気水
噴霧消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，地震警報器，警報灯，警告
灯，保安用ヘルメット，回転標識灯，光学機械器具，迷子探索用電気磁気測定器，その他
の測定機械器具
【35】商品の受注・発注業務における事務処理の代行・媒介又は取次ぎ，銀行のキャッ
シュカード・各種クレジットカードの紛失・盗難通知事務の代行・媒介又は取次ぎ，銀行の
キャッシュカード・各種クレジットカードの紛失・盗難通知事務処理代行に関する情報の提
供，書籍の受注・発注事務の代行・媒介又は取次ぎ，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
【37】電子応用機械器具の修理又は保守，電子計算機（中央処理装置および電子計算機
用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。）の修理ま
たは保守の媒介または取次ぎ，電子計算機（中央処理装置および電子計算機用プログラ
ムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。）の修理または保守に
関する情報の提供，電気通信機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は
保守の媒介又は取次ぎ，電気通信機械器具の修理又は保守に関する情報の提供，民生
用電気機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は保守の媒介又は取
次ぎ，民生用電気機械器具の修理又は保守に関する情報の提供，照明用器具の修理又
は保守，照明用器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ，照明用器具の修理又は保守に
関する情報の提供，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，配電用又は制御用
の機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ，配電用又は制御用の機械器具の修理
又は保守に関する情報の提供，貯蔵槽類の修理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守の
媒介又は取次ぎ，貯蔵槽類の修理又は保守に関する情報の提供，機械式駐車装置の修
理又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守の媒介又は取次ぎ，機械式駐車装置の修
理又は保守に関する情報の提供
【39】ガス・電気・水の供給に関する情報の提供 倉庫の提供 倉庫の貸与の媒介又は取
【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，歯磨き，化
粧品，薫料
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，乳幼児用粉乳，サプリメント，食
【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，歯磨き，化
粧品，薫料
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，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

03

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

05,20,21,30

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント
【20】プラスチック製の包装用ボトル，飲用カップ
【21】ストロー
【30】飲料用フレーバー
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント
【20】プラスチック製の包装用ボトル，飲用カップ
【21】ストロー
【30】飲料用フレーバー

05,20,21,30

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

130

図形商標

通常

2012/9/7

2012-072497 オカモト産業株式会社

131

ＥＳポリタミン

通常:
標準

2012/9/7

2012-072529 日本製薬株式会社

132

133

134

135

136

137

相棒＼アイボウ＼ＡＩＢＯＵ

アフォード＼ＡＦＦＯＲＤ

エクセレント＼ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ

通常

通常

通常

オーケストラ＼ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ 通常

クロスバリュー＼ＣＲＯＳＳＶＡＬ
ＵＥ＼ＣＲＯＳＳ ＶＡＬＵＥ＼ＣＲ 通常
ＯＳＳ‐ＶＡＬＵＥ

スクレイバー＼ＳＣＲＡＢＥＲ

通常

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

※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。

区分

指定商品・役務

03,05

【03】香料，薫料
【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。）

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類
【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類
【05】薬剤

05

【05】薬剤

2012-072536 日本農薬株式会社

2012-072537 日本農薬株式会社

2012-072538 日本農薬株式会社

2012-072539 日本農薬株式会社

2012-072540 日本農薬株式会社

2012-072541 日本農薬株式会社

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

26／41

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

138

139

140

141

142

143

144

商標（見本）

商標

種別

ダニアウト＼ＤＡＮＩＯＵＴ＼ＤＡＮ
通常
Ｉ ＯＵＴ＼ＤＡＮＩ‐ＯＵＴ

ダブルソード＼ＤＯＵＢＬＥＳＷＯ
ＲＤ＼ＤＯＵＢＬＥ ＳＷＯＲＤ＼ 通常
ＤＯＵＢＬＥ‐ＳＷＯＲＤ

ノックマイト＼ＫＮＯＣＫＭＩＴＥ＼
ＫＮＯＣＫ ＭＩＴＥ＼ＫＮＯＣＫ‐Ｍ 通常
ＩＴＥ

ハコレンジャー＼ＨＡＫＯＲＡＮＧ
ＥＲ＼ＨＡＫＯ ＲＡＮＧＥＲ＼ＨＡ 通常
ＫＯ‐ＲＡＮＧＥＲ

パンチアウト＼ＰＵＮＣＨＯＵＴ＼
ＰＵＮＣＨ ＯＵＴ＼ＰＵＮＣＨ‐Ｏ 通常
ＵＴ

ファイナリスト＼ＦＩＮＡＬＩＳＴ

通常

ファイナルショット＼ＦＩＮＡＬＳＨ
ＯＴ＼ＦＩＮＡＬ ＳＨＯＴ＼ＦＩＮＡＬ 通常
‐ＳＨＯＴ

出願日

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

※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

05

【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類
【05】薬剤

05

【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類
【05】薬剤

2012-072542 日本農薬株式会社

2012-072543 日本農薬株式会社

2012-072544 日本農薬株式会社

2012-072545 日本農薬株式会社

2012-072546 日本農薬株式会社

2012-072547 日本農薬株式会社

2012-072548 日本農薬株式会社
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

145

146

147

148

149

150

商標（見本）

商標

種別

ファインセーブ＼ＦＩＮＥＳＡＶＥ＼
通常
ＦＩＮＥ ＳＡＶＥ＼ＦＩＮＥ‐ＳＡＶＥ

フュージョン＼ＦＵＳＩＯＮ

通常

ホッパマン＼ＨＯＰＰＡＭＡＮ＼Ｈ
ＯＰＰＡ ＭＡＮ＼ＨＯＰＰＡ－Ｍ 通常
ＡＮ

マインフィールド＼ＭＩＮＥＦＩＥＬ
Ｄ＼ＭＩＮＥ ＦＩＥＬＤ＼ＭＩＮＥ－ 通常
ＦＩＥＬＤ

マルチプレーヤー＼ＭＵＬＴＩＰＬ
ＡＹＥＲ＼ＭＵＬＴＩ ＰＬＡＹＥＲ＼ 通常
ＭＵＬＴＩ－ＰＬＡＹＥＲ

メッセンジャー＼ＭＥＳＳＥＮＧＥ
通常
Ｒ

出願日

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

出願番号

出願人／権利者

指定商品・役務
【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類
【05】薬剤

05

【05】薬剤

01,05

【01】化学品，植物成長調整剤類
【05】薬剤

05

【05】漢方製剤

2012-072549 日本農薬株式会社

2012-072550 日本農薬株式会社

2012-072551 日本農薬株式会社

2012-072552 日本農薬株式会社

2012-072553 日本農薬株式会社

2012-072554 日本農薬株式会社

151

ランドワーカー＼ＬＡＮＤＷＯＲＫ
ＥＲ＼ＬＡＮＤ ＷＯＲＫＥＲ＼ＬＡ 通常
ＮＤ－ＷＯＲＫＥＲ

2012/9/7

2012-072555 日本農薬株式会社

152

全薬養生漢方

通常:
標準

2012/9/7

2012-072579 全薬工業株式会社

※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。

区分
05
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

153

全薬養生

通常:
標準

2012/9/7

2012-072580 全薬工業株式会社

154

全薬漢方

通常:
標準

2012/9/7

2012-072581 全薬工業株式会社

155

コンドログルコン＼ＣＨＯＮＤＲＯ
通常
＼ＧＬＵＣＯＮ

156

ヘルスグルコン＼ＨＥＡＬＴＨ＼
通常
ＧＬＵＣＯＮ

157

ＶＥＱＩＬ

158

ＩＬＥＶＲＯ

159

安摩樂

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

区分
05

2012/9/7

2012-072598 ゼリア新薬工業株式会社

2012/9/7

2012-072619

2012/9/7

05,32

【05】薬剤，滋養強壮変質剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】清涼飲料，炭酸飲料，乳酸菌を使用してなる清涼飲料，果実飲料，乳酸菌を使用し
てなる果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，乳酸菌を使用してなる乳清飲料

05,32

【05】薬剤，滋養強壮変質剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】清涼飲料，炭酸飲料，乳酸菌を使用してなる清涼飲料，果実飲料，乳酸菌を使用し
てなる果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，乳酸菌を使用してなる乳清飲料

2012-072597 ゼリア新薬工業株式会社

2012/9/7

2012/9/7

05

ノバルティス・アクチエンゲゼルシャフ 05
ト
ノバルティス・アクチエンゲゼルシャフ 05
2012-072620
ト
05
2012-072675 小林製薬株式会社
09,35,38,41,42,45

160

キンドル

通常:
標準

2012/9/7

2012-072678

アマゾン テクノロジーズ インコーポ
レイテッド

161

ＯＰＴＲＥＸ

通常:
標準

2012/9/7

2012-072742

レキット アンド コールマン （オー
バーシーズ） リミテッド

162

ＡＣＴＩＭＩＳＴ

通常:
標準

2012/9/7

2012-072743

レキット アンド コールマン （オー
バーシーズ） リミテッド

※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，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】漢方製剤

03,05,10

03,05

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

【05】眼科用薬剤，その他の薬剤
【05】眼科用薬剤，その他の薬剤
【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，歯科用材料，医療用腕環，おむつ，おむつカバー，乳幼児用粉乳，サプリメ
【09】電子出版物を含む文章閲覧に用いる携帯用電子応用機械器具，テキスト・画像・音
声の受信及び読み込み用の携帯用電子機械器具，書籍・ジャーナル・新聞・雑誌などの
電子出版物を表示する用のモニター，電子出版物の閲覧に用いる携帯用電子応用機械
器具用ケース・カバー・スタンド，電源アダプター，ＵＳＢケーブル，グローバルコンピュータ
ネットワーク・無線ネットワーク・電子コミュニケーションネットワークを通じて行うコンテンツ
配信・サービス提供の開発のために用いるコンピュータソフトウェア開発ツール用コン
ピュータソフトウェア，コンピュータアプリケーション開発用コンピュータソフトウェアプログラ
ム，コンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作品・文学作品・デー
タ・ファイル・文書・電子ファイルを携帯型電子機器又はコンピュータを通じて送信・共有・
受信・表示・転送するために用いるコンピュータソフトウェア，コンテンツ・テキスト・視覚作
品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルを
携帯型電子機器及びコンピュータで利用できる形式にフォーマット又は変換するために用
いるコンピュータソフトウェア，コンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視
聴覚作品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルをコンピュータ又は他の携帯型
電子機器にダウンロードするために用いるコンピュータソフトウェア，他のコンピュータ又は
携帯型電子機器上のコンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作
品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルにアクセスするために用いるコンピュー
タソフトウェア，電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
【35】ソーシャルネットワーキングの提供のための広告・他のウェブサイト・サイト内におけ
る友人作り・写真の共有・画像の送信に関する情報ファイルの管理，ソーシャルネットワー
キングの提供のための広告・他のウェブサイト・サイト内における友人作り・写真の共有・
画像の送信に関する電子計算機ネットワークを通じて行う事業の管理・運営，会員が割引
で商品配送サービスを受けることができる奨励特典プログラムの事業の管理，織物及び
寝具類の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供（オンライン
【03】非薬用の点眼剤，目用のローション，目用のスプレー，化粧用製品，化粧品
【05】薬剤，点眼薬，殺菌・消毒薬，点眼用薬剤，眼用のローション，眼用のスプレー，洗眼
剤，眼用軟膏
【10】眼の治療用の医療用機械器具，点眼器，点眼用スポイト
【03】非薬用の点眼剤，目用のローション，目用のスプレー，化粧用製品，化粧品
【05】薬剤，点眼薬，殺菌・消毒薬，点眼用薬剤，眼用のローション，眼用のスプレー，洗眼
剤，眼用軟膏
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.
163

164

商標（見本）

商標
結ＹＯＵ

ＦＩＶＥ ＳＴＡＲ ＣＬＵＢ

種別

出願日

出願番号

通常:
標準

2012/9/7

2012-072781

通常

2012/9/7

出願人／権利者

区分

2012-072839 株式会社ファイブ・フォックス

05,10
165

ｓａｋａ

通常

2012/9/7

2012-072850 大阪ビーナス科学技術株式会社

166

デオドリン

通常:
標準

2012/9/7

2012-072851 エスコ株式会社

167

放課後シンデレラ

通常:
標準

2012/9/7

※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】化粧品，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，香料，薫料
ホーム・スキノベーションズ・ジャパン 03
株式会社
09,14,16,18,24,25,2 【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電気通信機械器具，
携帯電話機用ストラップ，眼鏡，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
6,35
ことができる音楽ファイル，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，イ
ンターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオ
ディスク及びビデオテープ，電子出版物
【14】キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，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
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，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，写真，写
真立て
【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，皮革
【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，織物
製テーブルナプキン，ふきん，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，布製ラベル
【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
【26】テープ，リボン，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱，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，頭
飾品，ボタン類，造花，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
【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
【05】薬剤（医薬用のもの），外科用包帯，包帯（医療用のもの），衛生包帯，医療用膏薬，
医療用接着テープ，医薬用軟膏，包帯，止血用桿剤，衛生マスク，ばんそうこう除去用溶
剤，医療用酵素
【10】カテーテル，医療用針，注入器具，医療用噴霧器，血圧計，吸角ガラス，医療用温度
計，ほ乳用具，外科用メス，診断用機械器具，人工呼吸用装置，医療用電極，医療用手
袋，医療専用ベッド，医療用スポンジ，避妊薬，ペッサリー，支持用包帯，弾性包帯，足用
パッチ

05

【05】殺菌剤，消毒剤，その他の薬剤

03,09

【03】つけまつ毛，つけまつ毛用接着剤，アイライナー，マスカラ，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，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
【09】カラーコンタクトレンズ，水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除
く。），オゾン発生器，電解槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選
別用の機械，作業記録機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，
タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック
装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース
用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用
ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路
標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物運転技能訓練用シミュ
レーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器
具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相
機，太陽電池，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科学用人工衛星，消防車，防じ
んマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事故防護用手袋，眼鏡，家庭
用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた
電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，運動用保護ヘルメット，ウエイトベルト，エアタンク，レギュレー
ター，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，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

2012-072870 株式会社ティー・アンド・エイチ

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）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

168

169

170

商標（見本）

商標

ＡＺ Ｌｉｌｙ＼アズリリー

Ｖｉｓ Ｌｏｃｋ

微化研

種別

通常

通常

通常:
標準

出願日

2012/9/4

2012/9/3

2012/9/3

出願番号

出願人／権利者

区分

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

01,03,05

【01】工業用イオン系消臭剤，工業用イオン系抗菌剤，厨房用抗菌剤，繊維工業用イオン
系抗菌コート剤，製造工程用イオン系抗菌剤
【03】防臭剤，工業用せっけん，洗濯せっけん，化粧用衛生剤，室内用消臭剤
【05】抗菌消臭剤，医療用衛生剤，防臭剤（人用及び動物用を除く）

01,05,16,35,41,42

【01】化学品，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
【16】印刷物，教材（器具に当たるものを除く。）
【35】講演会・セミナーへの講師のあっせん
【41】セミナー・講演会の企画・運営又は開催，書籍・電子出版物の制作，電子出版物の提
供
【42】科学に関する試験・調査又は研究，科学に関する試験・調査又は研究についての情
報の提供，医薬品・農薬・化学品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，医薬品・農薬・
【01】化学品，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
【16】印刷物，教材（器具に当たるものを除く。）
【35】講演会・セミナーへの講師のあっせん
【41】セミナー・講演会の企画・運営又は開催，書籍・電子出版物の制作，電子出版物の提
供
【42】科学に関する試験・調査又は研究，科学に関する試験・調査又は研究についての情
報の提供，医薬品・農薬・化学品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，医薬品・農薬・
【01】カビ除去剤，カビ発生防止剤，畳類用防カビ剤，防カビ用コーティング剤，浴室用カビ
取り剤，浴槽用カビ取り剤，敷物用防カビ剤，掃除機用防カビ剤，
【03】せっけん類
【04】つや出し剤
【05】家庭用消臭剤

2012-074908 株式会社コンパスリンク

2012-074926 Ｔｒｅｎｄ Ｍｅｄｉｃａｌ有限会社

2012-074932 公益財団法人微生物化学研究会

01,05,16,35,41,42
171

ＢＩＫＡＫＥＮ

通常:
標準

2012/9/3

2012-074933 公益財団法人微生物化学研究会

01,03,04,05
172

173

174

カビプロ＼Ｋａｂｉｐｒｏ＼カビＰＲＯ 通常

ぷるるん除菌

ヒアル除菌

通常

通常

2012/9/3

2012/9/3

2012/9/3

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

指定商品・役務

03

2012-074937 株式会社ピュアソン

05

【05】アルコールを含有する殺菌消毒液

05

【05】アルコールを含有する殺菌消毒液

2012-074945 株式会社沖広ビルテック

2012-074946 株式会社沖広ビルテック

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）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

175

176

商標（見本）

商標

潤潤

タイムサービス

種別

通常

通常:
標準

出願日

2012/9/3

2012/9/3

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】アルコールを含有する殺菌消毒液

35

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
【05】薬剤，オブラート，カプセル，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療
法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを
除く。）

2012-074947 株式会社沖広ビルテック

2012-074956 株式会社ブレーン・ストーミング社

05
177

178

179

ＶＩＰ・ＴＯＰ＼ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ＼
ビップ・トップサプリメント

図形商標

通常

通常

スマートサーベイ＼ＳｍａｒｔＳｕｒｖ
通常
ｅｙ

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

※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

2012-075375 ▲高▼木工業株式会社

03,05

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

35

【35】紙類，書籍，電子書籍，コンピューター及びコンピュータープログラム用マニュアル
書，カタログ，その他の印刷物，写真，文房具類，タイプライター，ホームページ，スマート
フォンアプリ，ＣＤ，ＤＶＤ，衣服，荷札，タオル類，活字，玩具，携帯用液晶画面ゲーム玩
具用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィル
ム用マウント，インターネットを利用して受信・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，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な電子出
版物，ダウンロード可能な画像，インターネットによる商品の媒介，インターネットその他の
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，雑誌・新聞に掲載された広
告に関する情報の提供，その他の広告に関する情報の提供，その他の広告，トレーディン
グスタンプの発行，移動体電話に関する通信，テレックスによる通信，電子計算機端末に
よる通信，電報による通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，テレビ
ジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，報道をするものに対するニュースの供

2012-075378 株式会社トゥモローズライフ

2012-075389 株式会社リビジェン
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No.

180

181

商標（見本）

商標

種別

感肌＼Ｋａｎｋｉ

通常

毎日フコイダン

通常:
標準

毎日チャーガ

通常:
標準

毎日ユーグレナ

通常:
標準

出願日

2012/9/5

2012/9/4

出願番号

出願人／権利者

区分

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

05,29,32

05

【05】フコイダンを含有するサプリメント，フコイダンを含有する薬剤（農薬に当たるものを除
く。），フコイダンを含有する食餌療法用飲料，フコイダンを含有する食餌療法用食品
【29】フコイダンを含有する液状・錠剤状・粉末状・粒状・顆粒状・ペースト状・カプセル状の
加工食品
【32】フコイダンを含有する清涼飲料
【05】カバノアナタケを含有するサプリメント，カバノアナタケを含有する薬剤（農薬に当たる
ものを除く。），カバノアナタケを含有する食餌療法用飲料，カバノアナタケを含有する食餌
療法用食品
【29】カバノアナタケを含有する液状・錠剤状・粉末状・粒状・顆粒状・ペースト状・カプセル
状の加工食品
【05】ユーグレナ（ミドリムシ）を含有するサプリメント，ユーグレナ（ミドリムシ）を含有する薬
剤（農薬に当たるものを除く。），ユーグレナ（ミドリムシ）を含有する食餌療法用飲料，ユー
グレナ（ミドリムシ）を含有する食餌療法用食品
【29】ユーグレナ（ミドリムシ）を含有する液状・錠剤状・粉末状・粒状・顆粒状・ペースト状・
カプセル状の加工食品
【32】ユーグレナ（ミドリムシ）を含有する清涼飲料
【05】フコイダンもしくはフコキサンチンを含有するサプリメント，フコイダンもしくはフコキサ
ンチンを含有する薬剤（農薬に当たるものを除く。），フコイダンもしくはフコキサンチンを含
有する食餌療法用飲料，フコイダンもしくはフコキサンチンを含有する食餌療法用食品
【29】フコイダンもしくはフコキサンチンを含有する液状・錠剤状・粉末状・粒状・顆粒状・
ペースト状・カプセル状の加工食品
【32】フコイダンもしくはフコキサンチンを含有する清涼飲料
【05】フコイダンもしくはフコキサンチンを含有するサプリメント，フコイダンもしくはフコキサ
ンチンを含有する薬剤（農薬に当たるものを除く。），フコイダンもしくはフコキサンチンを含
有する食餌療法用飲料，フコイダンもしくはフコキサンチンを含有する食餌療法用食品
【29】フコイダンもしくはフコキサンチンを含有する液状・錠剤状・粉末状・粒状・顆粒状・
ペースト状・カプセル状の加工食品
【32】フコイダンもしくはフコキサンチンを含有する清涼飲料
【05】薬剤，点眼剤，眼科用剤，その他の目薬

05

【05】入浴剤

05

【05】入浴剤

2012-075401 株式会社トゥモローズライフ

2012-075422 日本がん研究所株式会社
05,29,32

182

2012/9/4

2012-075423 日本がん研究所株式会社
05,29,32

183

2012/9/4

2012-075424 日本がん研究所株式会社
05,29,32

アポネクスト

通常:
標準

185

アポノイド

通常:
標準

2012/9/4

2012-075426 日本がん研究所株式会社

186

ピュアリッチモイスト

通常:
標準

2012/9/3

2012-075445 佐賀製薬株式会社

184

2012/9/4

2012-075425 日本がん研究所株式会社
05,29,32

187

188

温院の湯＼肩こり腰痛の＼お
風呂

通常

日本全国有名温泉＼癒しの宿 通常

2012/9/5

2012/9/5

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

指定商品・役務

03,05

2012-075867 井上 京子

2012-075877 井上 誠
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No.

189

190

191

192

193

194

195

商標（見本）

商標

種別

Ｚ∞Ｅ＼Ｏ∞Ｃ＼Ｚｅｔｔｏｃ＼ｓｔｙｌｅ 通常

ゼトックスタイル

ＹｅｓＷａｌｋｅｒ．ｃｏｍ

ＡＣＥＣＯＬＬＡ＼アセコラ

ＡＣＥＰＬＡ＼アセプラ

ゼットゼリー＼Ｚ ＪＥＬＬＹ

通常

通常

通常

通常

通常

ゼット式ゼリー＼Ｚ ｔｙｐｅ Ｊｅｌｌｙ 通常

出願日

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/7

2012/9/7

※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

03,05,10,21,32

【03】せっけん類，歯みがき，化粧品，香料
【05】薬剤，包帯，歯科用材料，防虫紙，乳幼児用粉乳，人用栄養補助食品
【10】医療用品，業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器
【21】化粧用具，家庭用品，台所用品，食器類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

03,05,10,21,32

【03】せっけん類，歯みがき，化粧品，香料
【05】薬剤，包帯，歯科用材料，防虫紙，乳幼児用粉乳，人用栄養補助食品
【10】医療用品，業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器
【21】化粧用具，家庭用品，台所用品，食器類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

35

【35】化粧品，スキンケア商品，衣服，肌着，スポーツウェア，履物，バック，帽子などのか
ぶり物，宝石製品，時計，貴金属，装飾品，インテリア製品，家庭用品，電化製品，浴用及
び寝具製品，書籍，雑誌，贈り物，土産，ファッションアクセサリーを主としたオンライン注
文業務。化粧品，スキンケア商品，衣服，肌着，スポーツウェア，履物，バック，帽子など
のかぶり物，宝石製品，時計，貴金属，装飾品，インテリア製品，家庭用品，電化製品，浴
用及び寝具製品，書籍，雑誌，贈り物，土産，ファッションアクセサリーを主としたオンライ
ン小売業務。

05,32

【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，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，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料

05,32

【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
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料

05

【05】医療用潤滑剤，ゼリー状の薬剤，その他の薬剤

05

【05】医療用潤滑剤，ゼリー状の薬剤，その他の薬剤

2012-076216 日本ゼトック株式会社

2012-076217 日本ゼトック株式会社

2012-076227 イエススタイル・ドットコム・リミテッド

2012-076250 福地製薬株式会社

2012-076251 福地製薬株式会社

2012-076673 ナガセ医薬品株式会社

2012-076674 ナガセ医薬品株式会社
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No.

196

197

198

199

商標（見本）

商標

めがねやさんのサプリ

ＶＡＭ＼バム

種別

通常

通常

ＢＡＣＴＥＲＩＣＩＤＥ バクテリサイ
通常
ド

ＳＩＮＥＮＳＩＡ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/9/7

2012/9/6

2012/9/5

2012/9/5

出願番号

出願人／権利者

区分

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

03,05

【03】化粧品，石鹸類，バスソルト，浴用化粧品
【05】外皮用薬剤，浴剤，その他の薬剤

01,03,05

【01】工業用消臭剤・除菌剤
【03】愛玩動物用消臭剤，除菌剤を含ませたせっけん類
【05】ウエットティッシュペーパーに染み込ませた除菌効果を有する薬剤，室内用消臭剤・
除菌剤，車内用消臭剤・除菌剤，手指用除菌剤，台所用消臭剤・除菌剤，浴室用消臭剤・
除菌剤，冷蔵庫用除菌脱臭剤，生ゴミを含む廃棄物用消臭剤，靴用消臭剤・除菌剤，玄
関用消臭剤・除菌剤

05,29,32

【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic foods and substances adapted for medical or veterinary use, food for
babies; food supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings;
teeth filling and dental impression materials; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.
【29】Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and
fats.
【32】Beer; mineral and carbonated waters and other non-alcoholic beverages; fruit-based
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
【05】薬剤（医療用のもの）及び獣医科用剤，医療用の衛生剤，医療用又は獣医科用の食
餌療法用食品及び物質，乳児用食品，人用及び動物用の栄養補助食品，膏薬，包帯類，
歯科用充てん材料及び歯科用印象材，消毒剤，有害動物駆除剤，殺菌剤，除草剤
【29】食肉，魚，家禽肉及び食用鳥獣肉，肉エキス，保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調
理をした果実及び野菜，ゼリー，ジャム，コンポート，卵，牛乳及び乳製品，食用油脂
【05】Pharmaceutical preparations.
【05】薬剤（医薬用のもの）

2012-076723 株式会社インターメスティック

2012-076725 松田医薬品株式会社

2012-078457 株式会社ニコー

2012-358343 ＩＮＴＥＲＱＵＩＭ Ｓ．Ａ．

05
200

ＳＴＥＮＤＲＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/7

2012-359003 Ｖｉｖｕｓ， Ｉｎｃ．

05
201

ｃｏｗａｌａ

マド
プロ:
通常

2012/9/4

※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

2012-359012

Ｈｅａｌｔｈ Ｓｈａｒｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｐｔｙ Ｌｔ
ｄ
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【05】Dried milk powder being food for babies; milk powder for alimentary purposes (for
babies); milk powder for babies; milk powder for foodstuffs for babies; milk powder for
nutritional purposes for babies; milk powders (foodstuff for babies); baby food.
【05】乾燥処理した粉ミルク（乳児用食品であるもの），栄養のある粉ミルク（乳児用のも
の），乳児用の粉ミルク，乳児用食品用の粉ミルク，栄養補給用の乳児用粉ミルク，粉ミル
ク（乳児用食品），乳児用食品
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No.

202

203

204

商標（見本）

商標

種別

マド
ＳＭＡＳＨＢＯＸ ＡＬＷＡＹＳ＼Ｓ プロ:
通常:
ＨＡＲＰ
標準

ＬＬａｎｇ

マド
プロ:
通常

ＯＭＰＡＸＩＡ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/9/6

2012/9/5

2012/9/4

出願番号

出願人／権利者

区分
【03】Cosmetics.
【03】化粧品

03

【03】Cosmetics.
【03】化粧品

05

【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary agents for medical use;
dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies;
dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material
for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
【05】薬剤（医薬用のもの）及び獣医科用剤，医療用衛生剤，医療用又は獣医科用の食餌
療法用食品及び物質，乳児用食品，人用栄養補助食品・動物用の栄養補助用飼料添加
物（薬剤に属するものを除く。），膏薬，包帯類，歯科用充填材用及び歯科用印象材用の
材料
消毒剤 有害動物駆除剤 殺菌剤 除草剤
【03】Cosmetics.
【03】化粧品

2012-359051 ＤＪＦ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ

2012-359053 ＫＧＣ ＬＩＦＥ ＆ ＧＩＮ

2012-359272 ＵＣＢ ＰＨＡＲＭＡ Ｓ．Ａ．

03
205

マド
Ｒｅｄｇｉｎ Ｓｃｉｅｎｃｅ ｏｆ＼ＬＬａｎ
プロ:
ｇ
通常

206

ＯＸＩＣＬＥＡＲ

マド
プロ:
通常:
標準

ＶＩＰＴＨＯＲ

マド
プロ:
通常:
標準

ＢＬＡＮＥＮＳＥ

マド
プロ:
通常:
標準

207

208

2012/9/5

2012/9/4

2012/9/6

2012/9/6

※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

03

2012-359339 ＫＧＣ ＬＩＦＥ＆ＧＩＮ

2012-359377

05

【05】Contact lens solutions; ophthalmic pharmaceutical preparations; eye drops.
【05】コンタクトレンズ用溶液，眼科用薬剤，点眼液

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

ＢＡＵＳＣＨ ＆ ＬＯＭＢ ＩＮＣＯＲＰ
ＯＲＡＴＥＤ

2012-359496 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359498 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

209

210

211

212

213

214

215

商標（見本）

商標

種別

ＡＣＬＵＲＩＴＹ

マド
プロ:
通常:
標準

ＲＥＭＴＨＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＩＢＯＶＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＵＪＥＸＩＡＮ

マド
プロ:
通常:
標準

ＪＥＰＴＲＩＳ

マド
プロ:
通常:
標準

ＪＥＳＳＩＶ

マド
プロ:
通常:
標準

ＤＡＥＯＨＭ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

※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。

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

2012-359499 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359500 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359501 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359502 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359504 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359507 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359550 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ
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No.

216

217

218

219

220

221

222

商標（見本）

商標

種別

ＴＨＯＲＣＥ

マド
プロ:
通常:
標準

ＶＥＰＴＨＯＲ

マド
プロ:
通常:
標準

ＬＹＲＤＲＯＩ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＪＯＲＥＢ

マド
プロ:
通常:
標準

ＷＩＴＲＯＶＥ

マド
プロ:
通常:
標準

ＷＩＴＲＯＶ

マド
プロ:
通常:
標準

ＺＡＷＡＬＴ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

※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。

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

2012-359551 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359557 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359558 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359559 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359560 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359561 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359628 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ
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No.

223

224

225

226

227

228

商標（見本）

商標

ＪＯＲＢＩＡＮ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

Ｓｔｅｍ Ｃｅｌｌ＼Ｍｅｄｉｃｉｎｅ

マド
プロ:
通常

ＮＵＥＮＤＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＬＹＴＥＺ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＰＹＲＩＳＴ

マド
プロ:
通常:
標準

ＥＭＵＺＩＱ

マド
プロ:
通常:
標準

ＣＡＮＥＳＯＲＡＬ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/4

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05,44

【05】Stem cells for medical purposes; compositions comprising stem cells for medical
purposes.
【44】Stem cell banking; isolation, collection, and banking of stem cells.
【05】医療用幹細胞，医療用の幹細胞からなる組成物
【44】幹細胞バンクに関する役務の提供，幹細胞の分離・収集及びバンク化

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products for medical purposes;
dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies;
dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material
for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
【05】薬剤及び獣医科用剤，医療用の衛生用品，食餌療法用食品・飲料・薬剤（獣医科用
のものを含む。），乳児用食品，人用栄養補助食品・動物用の栄養補助用飼料添加物（薬
剤に属するものを除く。），膏薬，包帯類，歯科用充填材用及び歯科用印象材用の材料，
消毒剤，有害動物駆除剤，殺菌剤，除草剤
【05】Pharmaceutical preparations.
【05】薬剤（医薬用のもの）

2012-359630 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359770 Ｓｔｅｍ Ｃｅｌｌ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ Ｌｔｄ．

2012-359831 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359832 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359833 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359896 ＵＣＢ ＰＨＡＲＭＡ Ｓ．Ａ．

05
229

2012/9/6

※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

2012-360056

Ｂａｙｅｒ Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｇ
ｍｂＨ
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,42

230

ＭＡＢＸＩＥＮＣＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/4

2012-360057 ＭＡＢＸＩＥＮＣＥ， Ｓ．Ａ．

指定商品・役務
【05】Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, dietetic substances for
medical use and vitamins.
【42】Chemical, biological and pharmaceutical research services.
【05】薬剤（医薬用のもの）・獣医科剤及び衛生剤，医療用の食餌療法用物質及びビタミン
剤
【42】化学・生物学及び薬剤に関する研究

03,05,17,22,23,24,3 【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
1

231

§ＯＲＧＡＮＩＣ＼ＢＡＭ＼ＢＯｏ

マド
プロ:
通常

ＯＶＥＬＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/5

2012-360063

Ｏｒｇａｎｉｃ Ｂａｍｂｏｏ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ａ
Ｇ

05
232

233

234

ＡＲＮＵＩＴＹ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＨＡＲＱＡＴＡＲ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＬＥＴＲＩＣＯ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/4

2012-360454 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05,35,42,44

【05】Chemicals and pharmaceuticals for the diagnosis, prevention and treatment of
diabetes, obesity and any other illness; medicines.
【35】Creation, compilation and management of databases and central data files in the
medical field; programs to raise awareness of and provide information on the treatment of
diabetes, obesity and any other illness, namely communication (advertising and public
relations).
【42】Research for the diagnosis, prevention and treatment of diabetes, obesity and any
other illness, chemical and biological research and analysis for the diagnosis, prevention
and treatment of diabetes, obesity and any other illness, industrial research and analysis
for the diagnosis, prevention and treatment of diabetes, obesity and any other illness,
scientific research and analysis for the diagnosis, prevention and treatment of diabetes,
obesity and any other illness.
【44】Medical services.
【05】糖尿病・肥満及びあらゆる他の病気の診断・予防及び治療のための化学品及び薬
剤，薬剤
【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

2012-360455 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-360469 ＰＨＡＲＮＥＸＴ

05
235

2012/9/6

※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。

lotions; dentifrices.
【05】Pharmaceuticals and veterinary products; sanitary products for medical purposes;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.
【17】Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials
and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.
【22】Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in
other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.
【23】Yarns and threads for textile use.
【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

2012-360713 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ
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No.

236

237

238

239

240

商標（見本）

商標

種別

ＤＯＭＩＸＥＡＮ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＵＫＴＯＭ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＥＲＬＡＶ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＪＯＩＶＥ

マド
プロ:
通常:
標準

￠Ｃｉａｔｅ

マド
プロ:
通常:
標準

ＳＥＮＢＡＲＩ

マド
プロ:
通常:
標準

ＥＱＵＬＡＮ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/7

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

05

【05】Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.
【05】薬剤用及び医療用の製剤及び物質，ワクチン

03

【03】Cosmetics; perfumes; essential oils; hair lotions; make-up kits comprised of hand,
nail, or skin products; nail care preparations; nail grooming products, namely, tips, glue,
lacquer and glitter; nail repair products, namely, nail wraps; skin and body topical lotions,
creams and oils for cosmetics use; soaps.
【03】化粧品，香水，精油，ヘアーローション，手用・つめ用又は皮膚用の製品からなるメイ
クアップキット，つめ磨き用化粧品，つめの手入れ用製品、すなわちチップ，接着剤，ラッ
カー及びグリッター（光沢を与える化粧品），つめの修復用製品、すなわちつめ用ラップ，
皮膚及び身体の局所用の美容用のローション・クリーム及びオイル，せっけん
【05】Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products for use in medicine;
dietetic food and substances for medical or veterinary use, food for babies; dietary
supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for dental
fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
【05】薬剤及び獣医科用剤，医療用衛生製品，医療用又は獣医科用の食餌療法用食品及
び物質，乳児用食品，人用栄養補助食品・動物用の栄養補助用飼料添加物（薬剤に属す
るものを除く。），膏薬，包帯類，歯科用充填材用及び歯科用印象材用の材料，消毒剤，
有害動物駆除剤
殺菌剤
除草剤 products excluding pharmaceutical and veterinary
【05】Pharmaceutical
and veterinary
products for skin care and excluding food supplements; material for dental fillings and
dental impressions; pesticides; fungicides.
【05】薬剤及び獣医科用製品（肌の手入れ用の薬剤及び獣医科用製品並びに栄養補助食
品を除く），歯科用充填材用及び歯科用印象材用の材料，有害動物駆除剤，殺菌剤

2012-360714 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-360715 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-360716 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-360717 Ｇｌａｘｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-360844

Ｂｒａｎｄ Ａｇｅｎｃｙ （Ｌｏｎｄｏｎ） Ｌｉｍｉ
ｔｅｄ

05
241

2012/9/4

2012-361003 ＵＣＢ ＰＨＡＲＭＡ， Ｓ．Ａ．

05
242

2012/9/4

※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

2012-361222 ＵＣＢ ＰＨＡＲＭＡ Ｓ．Ａ．
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

243

244

商標（見本）

商標

ＡＲＩＣ

ＩＫＣＯ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

出願日

2012/9/3

2012/9/5

※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

01,05

【01】Chemicals used in industry and science; chromatography resins.
【05】Pharmaceutical preparations, except cardio-vasular preparations and anti-viral
preparations.
【01】工業用及び科学用の化学品，クロマトグラフィー樹脂
【05】薬剤（医薬用のもの）（ｃａｒｄｉｏ－ｖａｓｕｌａｒ（心臓血管？）用薬剤及び抗ウイルス剤を除
く。）

12,35,37,39,40,42

【12】Vehicles; apparatus for locomotion by land, air, water or rail.
【35】Advertising, business management, business administration, office functions; (all
above services are related to the goods in class 12).
【37】Repair, construction, reconstruction and installation services; (all above services are
related to the goods in class 12)
【39】Transport, packaging and storage of goods; (all above services are related to the
goods in class 12).
【40】Treatment of materials (all above services are related to the goods in class 12).
【42】Industrial research; (all above services are related to the goods in class 12).
【12】乗物，陸上・空中・水上又はレール上の移動用の装置
【35】広告，事業の管理，事業の運営，事務処理（前述の全ての役務は第１２類に属する
商品に関すること）
【37】修理・建築・再構築及び設置工事（前述の全ての役務は第１２類に属する商品に関
すること）
【39】物品の輸送・梱包及び保管（前述の全ての役務は第１２類に属する商品に関するこ
と）

2012-361366 Ｍｅｒｃｋ ＫＧａＡ

2012-361543 ＩＲＡＮ ＫＨＯＤＲＯ ＣＯＭＰＡＮＹ
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