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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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
05,35,39

1

いきいき健やか便

通常:
標準

2012/9/18 2012-075058 味の素株式会社

03,09,35,40
2

コスメコンタクト

通常

2012/9/18 2012-075116 株式会社メリーサイト

35

3

エクセレントチョイス＼ＥＸＣＥＬＬ
通常
ＥＮＴ ＣＨＯＩＣＥ

2012/9/18 2012-075162 シャディ株式会社

※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
【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。）
【35】広告業，アミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・
ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・
カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，ビタミンを主成分とする粉末状・顆粒
状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・
チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封
入した液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，カルシウムを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー
状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセ
ルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，クエン酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タ
ブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブ
ル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した
液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，植
物を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・
ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入し
た顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，カプシノイドを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット
状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カ
プセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加
工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 ＤＨＡを主成
【03】化粧品
【09】眼鏡，眼鏡の部品及び附属品，コンタクトレンズ及びその容器並びにこれらの附属
品，光学機械器具
【35】広告，商品の販売に関する情報の提供，コンタクトレンズ及びその附属品の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，コンタクトレンズ用保存剤・洗
浄剤・殺菌消毒剤・中和剤・点眼剤・その他のコンタクトレンズ用薬剤の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供
【40】コンタクトレンズの加工
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
16,35

4

グルメボーベル＼ＧＯＵＲＭＥＴ
通常
ＢＥＡＵＢＥＬＬＥ

2012/9/18 2012-075163 シャディ株式会社

35

5

ファイン＼ＦＩＮＥ

通常

2012/9/18 2012-075164 シャディ株式会社

※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
【16】カタログ，その他の印刷物
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おも
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

6

アーバン＼ＵＲＢＡＮ

通常

2012/9/18 2012-075165 シャディ株式会社

35

7

シャイン＼ＳＨＩＮＥ

通常

2012/9/18 2012-075166 シャディ株式会社

※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】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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

8

ベルベット＼ＶＥＬＶＥＴ

通常

2012/9/18 2012-075167 シャディ株式会社

35

9

ノーブル＼ＮＯＢＬＥ

通常

2012/9/18 2012-075168 シャディ株式会社

※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】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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

10

テンダー＼ＴＥＮＤＥＲ

通常

2012/9/18 2012-075169 シャディ株式会社

35

11

恵み

通常

2012/9/18 2012-075170 シャディ株式会社

※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】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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

12

実り

通常

2012/9/18 2012-075171 シャディ株式会社

35

13

彩り

通常

2012/9/18 2012-075172 シャディ株式会社

※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】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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

14

豊か

通常

2012/9/18 2012-075173 シャディ株式会社

35

15

潤い

通常

2012/9/18 2012-075174 シャディ株式会社

※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】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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

16

薫り

通常

2012/9/18 2012-075175 シャディ株式会社

35

17

輝き

通常

2012/9/18 2012-075176 シャディ株式会社

※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】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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

18

ミートビレッジ

通常:
標準

2012/9/18 2012-075209 日本ハム株式会社

05
19

§ＩＧ

通常

2012/9/18 2012-075250 株式会社サンリオ

16,35

20

もあーもっと

通常

2012/9/18 2012-075267 ＥＨ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】広告，野球チームのファンクラブへの入会契約の取次ぎ，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，
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，織物及び
寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，キーホルダー・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，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，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，楽器・
録音済みのコンパクトディスク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，光学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，写真機械器具及び写真材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，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，医療用ネックレス・医療用腕輪・医療用機械器具及び車いすの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，のぼり及び旗の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 野球選手の写真入りの野
【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

【16】印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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
03,05,30,32

21

タキザワ対面相談販売限定製
品∞Ｔａｋｉｚａｗａ Ｆａｃｅ‐ｔｏ‐Ｆａｃ 通常
ｅ Ｃｏｎｓｕｌｔａｔｉｏｎ

2012/9/18 2012-075282 株式会社タキザワ漢方廠

05,29
22

美つぶ＼ＢＩＴＳＵＢＵ

23

男の青汁

24

クリアホワイトニング

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/9/18 2012-075298

アサヒフードアンドヘルスケア株式会
社

2012/9/18 2012-075314 株式会社リバーストン
2012/9/18 2012-075321 株式会社エスライン

05

【05】青汁を主原料とする粉末状・粒状・液体状・タブレット状又はタブレット状の加工食品，
薬剤，食餌療法用飲料，食餌療法用食品

03

【03】クリーム状の歯磨き，練り歯磨き，粉歯磨き，水歯磨き，その他の歯磨き，口内洗浄
剤（医療用のものを除く。），義歯洗浄剤，義歯歯磨き粉，口臭用消臭剤，化粧品，美容
液，せっけん類，香料
【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，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及
び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・
清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，録画済みビデオディスク及びビ
デオテープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，写真機
械器具及び写真材料の小売又は卸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
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，栄養補助食品，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児
用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳

35

25

Ａｆｔｅｒｎｏｏｎ Ｔｅａ＼Ｔｈｅ Ｇｅｎｅ
通常
ｒａｌ Ｓｔｏｒｅ

26

森コラ

2012/9/18 2012-075342 株式会社サザビーリーグ

05,32
通常:
標準

2012/9/18 2012-075346 森永製菓株式会社

※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】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化
粧品，香料，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，衛生マスク，ガーゼ，カプセル，眼帯，生理用ナプキン，脱脂綿，ばんそうこう，
包帯，包帯液，おむつ，おむつカバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食
餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【30】茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，調味料，穀物の加工品，食用粉
類
【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，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。）
【29】食用油脂，乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー
又はスープのもと，なめ物，食用たんぱく

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）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,05

27

ＢＦＭＰ

通常:
標準

2012/9/18 2012-075355 雪印メグミルク株式会社

35,36,43,44

28

エキモ＼ｅｋｉｍｏ

通常

2012/9/18 2012-075470

※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。

南海商事株式会社
東急不動産株式会社

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

指定商品・役務
【01】にがり（食卓用にがりを除く。），工業用消臭剤，曇り止め剤，抗体（医療用及び獣医
用のものを除く。），酪農産業に用いる培養菌（獣医科用のものを除く。），食品及び飲料製
造用の微生物（菌・菌末），食物・栄養剤・栄養補給剤・栄養補助剤・健康食品およびサプ
リメントに使用される細菌の菌株，その他の微生物・微生物株（医療用のものを除く。），農
産用種子の生産に用いる遺伝子（医療用及び獣医用のものを除く。），発現ベクター（医療
用及び獣医用のものを除く。），遺伝子操作された細胞からなる発現組織（医療用及び獣
医用のものを除く。），ペプチド，アルカリイオン水（飲料用のものを除く。），微生物用及び
組織培養用培地（医療用及び獣医用のものを除く。），酵母の発酵によって得られる多糖
類，その他の多糖類，食用乳化剤，菓子・パン生地用品質改良剤，食品工業用ホエイペ
プチド（乳たんぱく質分解物），その他のホエイペプチド（乳たんぱく質分解物），工業用ラ
クトース，乳清を主成分とする食品添加物（化学品に属するものに限る。），その他の食品
添加物（化学品に属するものに限る。），サプリメント製造用添加物，飲食品製造用添加
物，乳塩基性たんぱくを主成分とする飼料製造用添加物，その他の飼料製造用添加物，
その他の化学品，植物成長調整剤類，肥料，高級脂肪酸，ラクトース（食品工業用添加
物），人工甘味料
【05】ビタミン剤，ミネラル剤，医療用栄養添加剤，食餌療法用食品調整剤，栄養補給剤，
栄養補給飲用薬剤，医療用たんぱく性食品，薬用菓子，医療用・獣医用の微生物及び培
養菌，医薬用・医療用及び獣医用の微生物用及び組織培養用培地，医薬用ラクトース，
その他の薬剤，先天性代謝異常症治療用粉ミルク，牛乳アレルギー疾患を有する乳幼児
用の粉乳，その他の乳幼児用粉乳，幼児用牛乳，乳塩基性たんぱくを主原料する動物用
サプリメント，その他の動物用サプリメント，その他のサプリメント，胃食道逆流予防用食餌
療法用食品，咀嚼嚥下障害者用食品，セラミド・たんぱく質を主原料とする食餌療法用食
品 たんぱく質を主原料とする食餌療法用食品 セラミド・ビタミンを主原料とする食餌療
【35】広告，ショッピングセンター・ショッピングモールの事業の運営・管理，ポイントカードの
発行・清算及び管理，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，企業の福利厚生事業に関す
る助言及び指導，福利厚生事業の管理，福利厚生事業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，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，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，花及び木の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，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，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，愛玩動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 肥料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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
35,36,43,44

29

エキナ＼ｅｋｉｎａ

通常

2012/9/18 2012-075471

南海商事株式会社
東急不動産株式会社

35,36,43,44

30

§ｅｋｉｍｏ

通常

2012/9/18 2012-075472

南海商事株式会社
東急不動産株式会社

01,03,05,30,31,32

31

ＢＩＯ‐ＮＯＲＭＡＬＩＺＥＲ＼バイ
オ・ノーマライザー

通常

2012/9/19 2012-075548 株式会社三旺インターナショナル

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

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

指定商品・役務
【35】広告，ショッピングセンター・ショッピングモールの事業の運営・管理，ポイントカードの
発行・清算及び管理，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，企業の福利厚生事業に関す
る助言及び指導，福利厚生事業の管理，福利厚生事業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，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，花及び木の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
【35】広告，ショッピングセンター・ショッピングモールの事業の運営・管理，ポイントカードの
発行・清算及び管理，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，企業の福利厚生事業に関す
る助言及び指導，福利厚生事業の管理，福利厚生事業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，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，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，花及び木の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，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，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，愛玩動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 肥料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【01】植物育成剤，植物ホルモン剤，土壌改良剤，発芽抑制剤，その他の植物成長調整剤
類，肥料
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，動物用防臭剤
【05】パパイヤを主原料とする液状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，サプリ
メント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用
飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），薬剤
【30】酵母，イーストパウダー，こうじ，ベーキングパウダー，茶
【31】飼料，飼料用たんぱく，野菜，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,03,05,30,31,32

32

図形商標

通常

33

葉がくれ

通常:
標準

34

プレグケア

通常

2012/9/19 2012-075549 株式会社三旺インターナショナル

ビーエーエスエフ アグロ ベー．ファ 05
2012/9/19 2012-075561 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

ルナケア

通常

【05】栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），動物用薬剤

2012/9/19 2012-075563 物産バイオテック株式会社

05
35

指定商品・役務
【01】植物育成剤，植物ホルモン剤，土壌改良剤，発芽抑制剤，その他の植物成長調整剤
類，肥料
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，動物用防臭剤
【05】パパイヤを主原料とする液状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，サプリ
メント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用
飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），薬剤
【30】酵母，イーストパウダー，こうじ，ベーキングパウダー，茶
【31】飼料，飼料用たんぱく，野菜，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
【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】栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），動物用薬剤

2012/9/19 2012-075564 物産バイオテック株式会社

01,02,03,04,05,06,0 【01】陶磁器用釉薬，原料プラスチック，パルプ，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のも
7,08,09,10,11,14,15, のを除く）
16,17,18,19,20,21,2 【02】染料，顔料，塗料，印刷インキ（「謄写版用インキ」を除く。），防錆グリース
【03】研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，塗料用剥離剤，靴
2,24,25,26,27,28,31, クリーム，靴墨，つや出し剤
42
【04】靴油，保革油

36

ＮＩＴＴＯ

通常:
標準

2012/9/19 2012-075592 日東電工株式会社

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

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

【05】失禁用おしめ，薬剤，カテーテル固定用粘着テープ，医療用シート状粘着テープ，そ
の他の医療用粘着テープ，医療用テープ，ばんそうこう，包帯，創傷被覆材，経皮吸収用
製剤，薬剤，医療用シート状粘着テープ，医療用テープ
【06】金属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製靴ぬぐいマット，金属
製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室
【07】電機ブラシ，ろ過機用フィルターカートリッジ，化学機械器具，食料加工用又は飲料
加工用の機械器具，半導体製造装置，牛乳ろ過器，搾乳機，接着テープディスペンサー
【08】手動工具水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム，磁
心，抵抗線，電極，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，
液晶ディスプレー装置用の光学フィルム，プリント回路基板，配電用又は制御用の機械器
具，電池用セパレーター
【10】医療用手袋，医療用粘着サポーター，支持用包帯
【11】浄水装置用フィルター，海水淡水化装置用の膜モジュール，浄水装置用の膜モ
ジュール，排水・汚水の浄化装置用膜モジュール，超純水製造装置用の膜モジュール，汚
水浄化槽，し尿処理槽，浄水装置
【14】記念カップ，記念たて，キーホルダー，金属製フック
【15】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，装飾塗工用ブラシ，プラスチック製包装用袋・
シート・フィルム，接着テープ，接着テープディスペンサー
【17】プラスチック製包装用緩衝材，苗床被覆プラスチックフィルム，農業用プラスチック
シート
【18】かばん類，袋物，乗馬用具，原革，原皮，なめし皮，毛皮
【19】石こうの板，鉱さい，階段及びスロープのすべり止め用粘着テープ，プラスチック製建
築専用材料，建築用ガラス
【20】衣服用フック（金属製のものを除く ） クッション 座布団 まくら マットレス 帽子掛
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

37

38

商標（見本）

商標

至寶

ＰＥＲＶＥＮＩＯ

種別

通常

優先

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/9/19 2012-075651

通常

2012/9/19 2012-075657 川人 紫

40

清潔クール

通常:
標準

2012/9/19 2012-075658 ロート製薬株式会社

41

スマートパンツ

通常:
標準

42

パーン

43

ピーン

ハリ＼弾力

通常

01,05,42,44

【01】臨床用・科学用又は研究用の試薬及びアッセイ，化学品
【05】医療用又は診断用の試薬及びアッセイ，薬剤（農薬に当たるものを除く。）
【42】ヒトの癌の遺伝子発現・遺伝子配列決定及び遺伝子型決定の分野における実験研
究サービスの提供，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究
【44】ヒトの癌の分野における診断又は治療を目的とした医療検査・試験，医業，医療情報
の提供，健康診断，歯科医業，調剤

03

【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，シャンプー，歯磨き，化粧品，香水，香
料，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，
エッセンシャルオイル，薫料，つけづめ，つけまつ毛

03

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

05

【05】薬剤，歯科用材料，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，生理用パンティライ
ナー，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，失禁用ナプキン，失禁用パッ
ド，失禁用ライナー，失禁用パンツ，大人用紙オムツ（パンツ式のものを含む），失禁用お
しめ，失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着，防虫紙，乳幼児
【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

ライフ テクノロジーズ コーポレー
ション

ＰＲＥＮＤＳ－ＭＯＩ

44

指定商品・役務
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）但し薬用酒を除く

2012/9/19 2012-075594 株式会社広貫堂

39

通常:
標準
通常:
標準

区分
05

2012/9/19 2012-075659 ユニ・チャーム株式会社
2012/9/19 2012-075660 ロート製薬株式会社
2012/9/19 2012-075664 ロート製薬株式会社

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

2012/9/19 2012-075665 ロート製薬株式会社

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

45

￠Ｐａｖｅ

通常

2012/9/19 2012-075671 株式会社ザッパラス

26,35

46

ｓｍａｌｌ ｔｒｉｐｓ

通常:
標準

2012/9/19 2012-075720 株式会社あーとにしむら

01,05,10
47

アクアマックス＼ＡＱＵＡＭＡＸ

通常

2012/9/19 2012-075736 株式会社アクションコーポレーション

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

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

指定商品・役務
【35】広告業，インターネットによる広告，広告場所の貸与，新商品の開発の企画・立案及
びその助言，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール事業運営，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，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，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
【26】ヘアークリップ及びその他の頭飾品，テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレー
ス生地，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，房類，腕止め，ボタン類
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲
料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及び
ココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及び
せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 運動具の小売又は
【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除
く。），高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラ－ト，ガ－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，医薬用ラクト－ス
【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，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。）
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09,11,14,16,35,37,3 【09】太陽電池，太陽電池による発電装置，太陽電池を利用した充電器
【11】太陽電池を利用した照明器具，太陽熱利用温水器並びにその部品及び附属品
9,41,42,44,45

48

ココチモ

通常:
標準

2012/9/19 2012-075741 株式会社ユ－キャン

09,11,14,16,35,37,3
9,41,42,44,45

49

ＣＯＣＯＣＩＭＯ

通常:
標準

2012/9/19 2012-075742 株式会社ユ－キャン

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

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

【14】宝玉及びその模造品
【16】印刷物
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，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，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気
機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利
器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及
び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【09】太陽電池，太陽電池による発電装置，太陽電池を利用した充電器
【11】太陽電池を利用した照明器具，太陽熱利用温水器並びにその部品及び附属品
【14】宝玉及びその模造品
【16】印刷物
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，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，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気
機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利
器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及
び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

01,03,04,05,06,07,0 【01】スプレー式の消火剤，消火液及び消火剤
8,09,10,11,12,13,14, 【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
16,17,18,20,21,24,2 き，化粧品，香料
【04】燃料，ランプ用灯しん，ろうそく
5,26,28,30,32,33,35, 【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
36,37,38,39,40,41,4 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
2,43,44,45

50

§ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ

通常

2012/9/19 2012-075792 綜合警備保障株式会社

06,09,35,37,39,41

51

§ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ

通常

2012/9/19 2012-075793 綜合警備保障株式会社

※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/

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
【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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

52

53

54

55

56

57

商標（見本）

商標

§Ａ

§Ａ

§Ａ

§Ａ

§Ａ

§Ａｓｓｉｓｔ

種別

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

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

25,26,35

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，靴類
（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。），げた，草履類，仮装
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【26】頭飾品
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，求人情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活
用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，織物及び寝具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び
袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具
及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，
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，写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対

2012/9/19 2012-075808 大幸薬品株式会社

2012/9/19 2012-075809 大幸薬品株式会社

2012/9/19 2012-075810 大幸薬品株式会社

2012/9/19 2012-075811 大幸薬品株式会社

2012/9/19 2012-075812 大幸薬品株式会社

2012/9/19 2012-075819 株式会社エヌ・アイ・アイ

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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
05,09,41,44

58

§ＵＴ∞スーパーメディカル

通常

2012/9/19 2012-075821 株式会社ジャパントータルシステム

05,09,41,44

59

§ＵＴ∞エネルギーメディスン

通常

2012/9/19 2012-075822 株式会社ジャパントータルシステム

05,09,41,44

60

§ＵＴ∞スーパーヒーラー

通常

2012/9/19 2012-075824 株式会社ジャパントータルシステム

05,09,41,44

61

§ＵＴ∞スーパーヒーリング

通常

2012/9/19 2012-075825 株式会社ジャパントータルシステム

※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
【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【09】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，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，電子応用機械器具及びその部
品，電気通信機械器具
【41】セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制作，オンラインによる
音楽・音声・画像・映像の提供，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。），技芸又は知識の教授
【44】美容，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
【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【09】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，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，電子応用機械器具及びその部
品，電気通信機械器具
【41】セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制作，オンラインによる
音楽・音声・画像・映像の提供，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。），技芸又は知識の教授
【44】美容，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
【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【09】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，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，電子応用機械器具及びその部品，電気通信
機械器具
【41】セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制作，オンラインによる
音楽・音声・画像・映像の提供，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。），技芸又は知識の教授
【44】美容，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
【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【09】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，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，電子応用機械器具及びその部
品，電気通信機械器具
【41】セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制作，オンラインによる
音楽・音声・画像・映像の提供，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。），技芸又は知識の教授
【44】美容，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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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
35,41,42,44

62

ハピルス＼ＨＡＰＰＹＬＴＨ

通常

2012/9/19 2012-075881

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケ
ア

05,29,30,32
63

スマート君

通常

2012/9/19 2012-075885 丸善製薬株式会社

35

64

§五福堂＼Ｇｏｆｕｋｕｄｏ

通常

2012/9/19 2012-075897 株式会社ジャナ通信社

※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】広告業，販売又は営業促進のための商品又はサービス交換用ポイントの管理及び
清算，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，健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供，商品の販売に
関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，保健士の紹介，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，コンピュータによる利用者の健康情報のデータ管理，健康管理に
関するデータ入力事務の代行，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータ
ベースへの情報編集，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，測定機械器具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，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，サプリメン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，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，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 運動具の小売又は卸売の業
【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。）
【29】乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，豆乳，豆腐，納豆，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，食用
たんぱく
【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，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，イーストパウダー，
こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす
【32】ビ ル 清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジ
ス ビ ル製造用ホ プ キス 乳
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，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，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，肉製
品及び加工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，
穀物の加工品の小売又は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
野菜及び加工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，
サプリメン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，加工食
料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，よもぎ成分を含
有する衛生用・生理用ナプキン及びパンティライ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，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，よもぎ成分を含有する衛生用・生理用ナ
プキン及びパンティライナーに使用してなる貼付用使い捨てカイロの小売又は卸売の業務
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

65

§五福美人＼Ｇｏｆｕｋｕｂｉｊｉｎ

通常

2012/9/19 2012-075898 株式会社ジャナ通信社

05
66

ＰＲＲＳＦＲＥＥ

通常

2012/9/19 2012-075916 瑞寶基因股▲ふん▼有限公司

35,43,45

67

Ｌｅ Ｃｈｅｚ Ｃｒｉｔ＼ル・シェ・クリ 通常

指定商品・役務
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，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，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，肉製
品及び加工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，
穀物の加工品の小売又は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
野菜及び加工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，
サプリメン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，加工食
料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，よもぎ成分を含
有する衛生用・生理用ナプキン及びパンティライ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，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，よもぎ成分を含有する衛生用・生理用ナ
プキン及びパンティライナーに使用してなる貼付用使い捨てカイロの小売又は卸売の業務
【05】医療用及び獣医科用のバクテリア調製剤，医療用及び獣医科用の培養微生物，獣
医科用薬剤，獣医科用生物学的製剤，獣医科用化学薬剤，獣医科用酵素，獣医科用酵
素剤，獣医科用アミノ酸，獣医科用の生物学的培養組織，殺虫剤

2012/9/20 2012-075928 株式会社エスクリ

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成
又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は
代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイ
リング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイプライター・テレックス
又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用
具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記
事情報の提供，自動販売機の貸与，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を
一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物
及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務
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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

68

69

商標（見本）

商標

かいそうのうた＼海藻の詩

しょくぶつのうた＼植物の詩

70

ＡＲＧＡＮ＼ＢＥＡＵＴＹ

71

バイオシーガニック

72

73

74

種別

通常

通常

通常

通常:
標準
通常:
ダーマライズ（ＤＥＲＭＡＲＩＳＥ）
標準

§Ａ

§ＩＬＡＮＤ

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】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，
動物用防臭剤

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，口臭用消臭剤，
動物用防臭剤

05

【05】入浴剤

03,05

【03】化粧品，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，香料，薫料
【05】サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，薬剤

03

【03】化粧品，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，香料，薫料

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

35

【35】家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建築材料の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化学品・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・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・固形潤滑剤・タール・ピッチ・アイスクリーム用凝固剤・家庭用食
肉軟化剤・ホイップクリーム用安定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，のり及び接着剤・かつら装着用接着剤・洗濯用でん粉のり・洗濯用ふの
り・つけまつ毛用接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，建築用又は構築用の非金属鉱物・非金属鉱物・金属鉱石・宝玉の原石・雲母・海泡
石・こは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，風水力機
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，機械式駐車
装置・駐車場用硬貨作動式ゲ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，水道用栓・タンク用水位制御弁・パイプライン用栓・金属製バルブ（機械要
素に当たるものを除く。）・バルブ（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。）・ゴム製又は
バルカンファイバー製のバルブ（機械要素に当たるものを除く。）・送水管用バルブ（金属
製又はプラスチック製のものを除く。）・プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除
く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，雨水貯水タンク
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ネームプレート及び
標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家庭園芸用散

2012/9/20 2012-075937 株式会社バンインターナショナル

2012/9/20 2012-075938 株式会社バンインターナショナル

2012/9/20 2012-075976 日本緑茶センタ－株式会社

2012/9/20 2012-075986 ダン株式会社
2012/9/20 2012-075987 ダン株式会社

2012/9/20 2012-076044 大日本住友製薬株式会社

2012/9/20 2012-076045 株式会社アイシン

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,03,05

75

イオンでブロック

通常:
標準

2012/9/20 2012-076074 フマキラー株式会社

76

イオン力

通常:
標準

2012/9/20 2012-076075 フマキラー株式会社

01,05
35

77

Ｆｕｃｈｓｉａ ｂｙ Ｐｅａｃｈ

通常:
標準

2012/9/20 2012-076082 Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社

01,02,03,04,05,19

78

ディーケーエス

通常:
標準

2012/9/20 2012-076102 第一工業製薬株式会社

79

ノボエイト

通常:
標準

2012/9/20 2012-076133 ノボ・ノルデイスク・エー／エス

05
03,05,10,11

80

§ＨａｉｒＲｅｐｒｏ＼ＳＣ

通常

2012/9/20 2012-076160 株式会社アデランス

※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.
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指定商品・役務
【01】化学品
【03】せっけん類，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，
【01】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，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，
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，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
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），高級脂肪酸，工業用
粉類，原料プラスチック
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，防錆グリース
【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，せっけん類，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】固形潤滑剤，燃料，工業用油，工業用油脂
【05】薬剤，歯科用材料，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。）
【19】タール，ピッチ，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及
び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材
料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又
【05】薬剤
【03】育毛料，育毛効果を有する頭髪用化粧品，ヘアーコンディショナー，ローション，化粧
品，育毛効果を有するせっけん，せっけん類，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛，かつら
装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，義毛用の家庭用帯電防止剤，かつら用剥離剤
【05】育毛剤，発毛促進剤，薬剤，液状のサプリメント，キクイモを主成分とするサプリメン
ト，海藻エキスを主成分とするサプリメント，プラセンタエキスを主成分とするサプリメント，
サプリメント，栄養補助食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【10】発毛・育毛を促進する医療用機械器具，頭部の血行を促進する医療用機械器具，脱
毛治療に用いられる機械器具，医療用機械器具，業務用頭皮マッサージ器，家庭用頭皮
マッサージ器，家庭用電気マッサージ器
【11】発毛・育毛を促進する家庭用電熱用品類，家庭用頭部血行促進機，家庭用電熱用
品類，業務用発毛・育毛促進機械器具（医療用のものを除く。），業務用頭部血行促進
機，美容院用又は理髪店用の機械器具（「椅子」を除く。）

26／46

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，漂白剤（洗濯用のものを除く。），試験紙，写真材料，植物成長調整剤類，人
7,08,09,10,11,12,14, 工甘味料，肥料，工業用粉類，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
15,16,17,18,19,20,2 【02】塗料，印刷インキ，絵の具
【03】せっけん類，つけづめ，つけまつ毛，化粧品，歯磨き，研磨紙，研磨布，研磨用砂，
1,22,23,24,25,26,27, 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染
28,29,30,31,32,33,3 み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，除菌効果を有する洗濯用漂白剤その他の洗濯用漂白
4,35,36,37,39,40,41, 剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛用接着剤，口臭
用消臭剤，動物用防臭剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，香料
42,43,44,45

81

ロハコ＼ＬＯＨＡＣＯ

通常

2012/9/20 2012-076177 アスクル株式会社

09,10,16,28,32,33,3
5,36,37,38,39,41,42,
43,44

82

ＷＡＮＤＡ

通常:
標準

2012/9/20 2012-076204

※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。

大連ワンダグループ 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/

【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，ろうそく
【05】愛玩動物用薬剤，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），歯科用材
料，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，防虫紙，薬剤，
サプリメント，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理
帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯
液，胸当てパッド，乳幼児用粉乳
【06】愛玩動物用鎖，金庫，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製工具箱，金属製建造物
組立てセット，はんだ，かな床，はちの巣，つえ用金属製石突き，金属製の墓標及び墓碑
用銘板，金属製金具，金属製建具，金属製養鶏用かご，建築用又は構築用の金属製専
用材料，アイゼン，カラビナ，ハーケン，拍車，金属製立て看板，金属製のネームプレート
及び標札，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製家庭用水槽，金属製のタオル
用ディスペンサー
【07】金属加工機械器具及びその部品・附属品，電気溶接機・ガス溶接機及びその部品・
附属品，土木機械器具及びその部品・附属品，荷役機械器具及びその部品・附属品，集
塵機・油水分離機・その他の化学機械器具，ポンプ・圧縮機・その他の風水力機械器具，
機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），金属製貯蔵・輸送用コンテナ，塗装機械器具，
農業用機械器具，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，電気洗濯機，電気ミ
キサー 電機ブラシ 起動器 交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機
【09】アニメーション映写フィルム，録音済み又は録画済みのコンパクトディスク，コンピュー
タ用ゲームプログラム，ビデオテープ（未記録のもの），映画用撮影機，映画用フィルム編
集設備，映画用フィルム編集用具，映写用スクリーン，水洗用トレイ（写真用のもの），映
写装置，スライドフィルム（現像済みのもの），映画用フィルム（露光済みのもの），録音用
記録媒体，電子出版物（ダウンロード可能），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－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，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 電子出版物

27／46

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09,10,16,28,32,33,3 【09】アニメーション映写フィルム，録音済み又は録画済みのコンパクトディスク，コンピュー
5,36,37,38,39,41,42, タ用ゲームプログラム，ビデオテープ（未記録のもの），映画用撮影機，映画用フィルム編
集設備，映画用フィルム編集用具，映写用スクリーン，水洗用トレイ（写真用のもの），映
43,44
写装置，スライドフィルム（現像済みのもの），映画用フィルム（露光済みのもの），録音用

83

万▲達▼

通常

2012/9/20 2012-076205

大連ワンダグループ カンパニーリミ
テッド

09,10,16,28,32,33,3
5,36,37,38,39,41,42,
43,44

84

図形商標

通常

2012/9/20 2012-076206

大連ワンダグループ カンパニーリミ
テッド

05
85

図形商標

通常

2012/9/21 2012-076368 日本農薬株式会社

86

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＨＯＭＥ ＳＰＡ
ＷＨＩＴＥ ＷＯＯＤ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076369 イニスフリー コーポレーション

03

※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/

記録媒体，電子出版物（ダウンロード可能），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－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，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 電子出版物
【09】アニメーション映写フィルム，録音済み又は録画済みのコンパクトディスク，コンピュー
タ用ゲームプログラム，ビデオテープ（未記録のもの），映画用撮影機，映画用フィルム編
集設備，映画用フィルム編集用具，映写用スクリーン，水洗用トレイ（写真用のもの），映
写装置，スライドフィルム（現像済みのもの），映画用フィルム（露光済みのもの），録音用
記録媒体，電子出版物（ダウンロード可能），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－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，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 電子出版物
【05】薬剤

【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.
87

商標（見本）

商標
ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＨＯＭＥ ＳＰＡ
ＴＲＵＥ ＭＡＲＩＮＥ

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03

2012/9/21 2012-076370 イニスフリー コーポレーション
03

88

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＨＯＭＥ ＳＰＡ
ＲＯＭＡＮＴＩＣ ＦＬＯＷＥＲ

通常

2012/9/21 2012-076371 イニスフリー コーポレーション

89

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＴＡＮＧＥＲＩＮＥ
ＢＬＯＳＳＯＭ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076373 イニスフリー コーポレーション

90

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＳＯＹ ＥＳＳＥＮ 通常:
ＣＥ
標準

2012/9/21 2012-076374 イニスフリー コーポレーション

91

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＯＣＥＡＮ’Ｓ ＦＲ 通常:
ＥＳＨ ＢＲＥＥＺＥ
標準

2012/9/21 2012-076375 イニスフリー コーポレーション

92

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＳＷＥＥＴ ＴＯＵ 通常:
ＣＨ ＯＦ ＪＯＹ
標準

2012/9/21 2012-076376 イニスフリー コーポレーション

03

03

03

03

03
93

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＳＥＡＳＯＮ’Ｓ
ＯＦ ＧＲＥＥＮ ＴＥＡ

通常

2012/9/21 2012-076377 イニスフリー コーポレーション

94

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＪＡＳＭＩＮＥ ＴＥ 通常:
ＮＤＥＲ
標準

2012/9/21 2012-076378 イニスフリー コーポレーション

95

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＬＯＶＥＬＹ ＣＨＥ 通常:
ＲＲＹ
標準

2012/9/21 2012-076379 イニスフリー コーポレーション

96

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＳＷＥＥＴ ＢＥＲ 通常:
ＲＹ
標準

2012/9/21 2012-076380 イニスフリー コーポレーション

97

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＰＡＳＳＩＯＮ ＲＯ 通常:
ＳＥ
標準

2012/9/21 2012-076381 イニスフリー コーポレーション

98

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＦＲＥＳＨ ＶＥＲ 通常:
ＢＥＮＡ
標準

2012/9/21 2012-076382 イニスフリー コーポレーション

99

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＲＥＬＡＸＩＮＧ Ｌ 通常:
ＡＶＥＮＤＥＲ
標準

2012/9/21 2012-076383 イニスフリー コーポレーション

03

03

03

03

03

03

※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
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛

【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，精油（エッセンシャルオイル），香料，薫料，つけ
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】緑茶の香りを有する又は緑茶の成分を配合してなる化粧品，緑茶の香りを有する又
は緑茶の成分を配合してなるせっけん類，緑茶の香りを有する又は緑茶の成分を配合し
てなる香料，緑茶の香りを有する又は緑茶の成分を配合してなる口臭用消臭剤，緑茶の
香りを有する又は緑茶の成分を配合してなる動物用防臭剤，緑茶の香りを有する又は緑
茶の成分を配合してなる歯磨き，緑茶の香りを有する又は緑茶の成分を配合してなる薫
料

【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

100

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＰＵＲＩＴＹ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076384 イニスフリー コーポレーション

101

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＣＡＭＥＬＬＩＡ Ｍ 通常:
ＡＧＩＣ
標準

2012/9/21 2012-076385 イニスフリー コーポレーション

102

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＷＩＮＥ ＰＥＥＬＩ 通常:
ＮＧ ＪＥＬＬＹ
標準

2012/9/21 2012-076386 イニスフリー コーポレーション

103

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＩＴ’Ｓ ＲＥＡＬ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076387 イニスフリー コーポレーション

104

ＩＮＮＩＳＦＲＥＥ ＤＵＡＬ ＥＦＦＥＣ 通常:
Ｔ
標準

2012/9/21 2012-076388 イニスフリー コーポレーション

03

03

03

03

01,05,09,10,16,41,4
2,44

105

ＢＬＥＩＡ

通常

2012/9/21 2012-076395 栄研化学株式会社

03,05
106

Ｅｔｈｉｃａｌ Ｌｉｆｅ＼エシカルライフ 通常

107

ピレッカミスト

通常:
標準

指定商品・役務
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【03】メークアップファンデーション，リップスティック（口紅），アイシャドウ，スキンケア用化
粧品（皮膚の手入れ用化粧品），スキンローション，化粧用コンパクト固形パウダー（固形
おしろい），その他の化粧品，歯磨き，愛玩動物用シャンプー，シャンプー，その他のせっ
けん類，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【01】化学品，試験紙
【05】薬剤
【09】理化学機械器具，電子出版物
【10】医療用機械器具
【16】雑誌（定期刊行物を含む。），その他の印刷物
【41】科学技術分野に関する知識の教授，医療用機械器具に関する知識の教授，セミ
ナー・シンポジウム・展示会・会議・講演会・研修会・研究会の企画・手配・運営・開催及び
これらに関する情報の提供（通信回線を用いて行う情報の提供を含む。），電子出版物の
提供
【42】医薬品・化学品・化粧品又は食品の試験・検査・分析・調査又は研究並びにこれらに
関する指導・助言及び情報の提供，科学技術情報の提供，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助言，理化学機械器具の貸与
【03】化粧品，せっけん類，香料類
【05】サプリメント，薬剤

2012/9/21 2012-076403 安藤 政弘

2012/9/21 2012-076458 株式会社キンエイクリエイト

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

05

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

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，はえ取り紙，防虫紙
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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
35,41,43

108

ＱＬｕＲｉ

通常

2012/9/21 2012-076463 株式会社マミーマート

109

真骨源

通常:
標準

2012/9/21 2012-076479 株式会社ハーバー研究所

110

秀骨源

通常:
標準

2012/9/21 2012-076480 株式会社ハーバー研究所

05,29
05,29
35,41,43

111

クルリ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076482 株式会社マミーマート

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

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

指定商品・役務
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【05】サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮
変質剤
【29】乳製品，食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，加工野
【05】サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮
変質剤
【29】乳製品，食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，加工野
【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，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，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，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，電気機械
器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医
療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・
歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及
び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売
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の
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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
03,05,30,32,33

112

ＢＩＯＦＬＥＵＲ

通常

2012/9/21 2012-076493 ホシケミカルズ株式会社

03,05

113

Ｓａｗａｄａｙ Ｈａｐｐｙ＼Ｈｏｎｅｙ
Ｌｅｍｏｎ

通常

2012/9/21 2012-076495 小林製薬株式会社

05,44
114

115

116

ニコキャッチャー

ＴＯＰ＼トップ

ＴＯＰ＼トップ

通常

通常

通常

指定商品・役務
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【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
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中
華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，つや出し剤，せっけん類，身体用消
臭剤，身体用防臭剤，その他の化粧品，香料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香
剤（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】芳香消臭剤（身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用芳香消臭剤を
除く。），その他の消臭剤（身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除
く。），防臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），脱臭剤（身体用・動物用及び
工業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，おりも
のシート，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむ
【05】唾液による喫煙検査用試薬
【44】唾液による喫煙検査

2012/9/21 2012-076503 株式会社いかがく

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜き剤，洗濯用柔軟剤，洗濯
用漂白剤，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，香料，薫料，衣類用・布製身の回り品用
の芳香剤，靴クリーム，靴墨

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

2012/9/21 2012-076517 ライオン株式会社

2012/9/21 2012-076518 ライオン株式会社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

117

サンテ／ナチュレ＼Ｓａｎｔｅ／Ｎ
通常
ａｔｕｒｅ

2012/9/21 2012-076546 株式会社名古屋三越

05
118

119

120

121

美骨肌＼Ｂｉｋｏｋｋｉ

ＰＲＡＳＦＩＴ＼プラスフィット

通常

通常

スクエアキッズ＼Ｓｑｕａｒｅｋｉｄｓ 通常

スクアソーク＼ＳｑｕａｒｅＳａｌｋ

通常

指定商品・役務
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，アロマオイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ア
ロマテラピー用ポ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
【05】サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，食餌療法用の食品調整剤，食餌
療法用食品添加物，医療用栄養補助剤，薬剤，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するも
のを除く。），衛生マスク

2012/9/21 2012-076559 株式会社アオテアロア

05,42,44

【05】薬剤
【42】医薬品の臨床試験，医薬品の臨床試験に関する情報の提供
【44】医薬品に関する医療情報の提供，医薬品の効用・副作用・相互作用・投薬に関する
医療情報の提供

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

2012/9/21 2012-076573 第一三共株式会社

2012/9/21 2012-076574 北里第一三共ワクチン株式会社

2012/9/21 2012-076575 北里第一三共ワクチン株式会社

※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。
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

122

クアドラソーク＼ＱｕａｄｒａＳａｌｋ

通常

指定商品・役務
【05】薬剤

2012/9/21 2012-076576 北里第一三共ワクチン株式会社

03,09,16,30,33,35,3 【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【09】電子出版物，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
6,40,41,42,44

123

§Ｑｏｌ＼クオール

通常

2012/9/21 2012-076604 クオール株式会社

03,05,10,32,35,41

124

§Ｑｏｌ

通常

2012/9/21 2012-076605 クオール株式会社

※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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ル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【16】手帳，その他の文房具類，新聞，雑誌，その他の印刷物
【30】茶，コーヒー，ココア，穀物の加工品
【33】薬味酒
【35】トレーディングスタンプの発行，ポイントカードの発行，市場分析，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，職業のあっせん，一般事
務の代理又は代行（派遣によるものを含む。），派遣による一般事務，経理事務の代理又
は代行（派遣によるものを含む。），派遣による経理事務，医療事務の代理又は代行（派
遣によるものを含む。），派遣による医療事務，診療報酬請求事務の代理又は代行（派遣
によるものを含む。），派遣による診療報酬請求事務，病院一般事務の代理又は代行（派
遣によるものを含む。），派遣による病院一般事務，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，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，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（但し「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
【03】口臭用消臭剤
【05】薬剤，おむつ，おむつカバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療
法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】医療用機械器具
【32】清涼飲料，果実飲料，粉末状の飲料用青汁のもと，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【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，かばん類の小売又は卸
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（但し「つけづめ・つけ
まつ毛・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・耳かき・
携帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひ
げ・つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）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，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（但し「エッグスライサー（電気式のものを除く。）・角砂糖挟み・かつお節削り器・缶切・く
るみ割り器・スプーン・チーズスライサー（電気式のものを除く。）・ピザカッター（電気式の
ものを除く。）・フォーク・家庭用食品包装フイルム・調理用具・アイスペール・こしょう入れ・
砂糖入れ・ざる・塩振り出し容器・しゃもじ・じょうご・ストロー・膳・栓抜・卵立て・タルト取り
分け用へら・ナプキンホルダー・ナプキンリング・鍋敷き・はし・はし箱・ひしゃく・ふるい・盆・
ようじ・ようじ入れ・織物製テーブルナプキン」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，紙類の小売又は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
【41】セミナーの企画・運営又は開催 教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

125

Ｏｃｅａｎ Ｂｌｏｓｓｏｍ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076618 小林製薬株式会社

35,43,44

126

上品の郷

通常:
標準

2012/9/21 2012-076729 株式会社かほく・上品の郷

35

127

§ｅ

通常

2012/9/21 2012-076738

※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。

エボリューション フレッシュ イン
コーポレイテッド
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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，つや出し剤，せっけん類，身体用消
臭剤，身体用防臭剤，その他の化粧品，香料，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香
剤（身体用のものを除く。），その他の薫料
【05】芳香消臭剤（身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用芳香消臭剤を
除く。），その他の消臭剤（身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除
く。），防臭剤（身体用・動物用及び工業用のものを除く。），脱臭剤（身体用・動物用及び
工業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，おりも
のシート，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむ
【35】被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，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，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，写真機械器具及び写真材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，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の業務において行われる顧客に対する
便益の提供
【35】ビジネスアドミニストレーションサービス，ビジネスマネジメントサービス，レストラン・カ
フェ・コーヒー店及び軽食堂の設立及び／またはオペレーションにおける専門的な支援の
提供，その他のフランチャイズサービス，コーヒー・茶・ココア・フルーツジュースを含むア
ルコール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・水・包装された食品・調理された食品・栄
養サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時
計・ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディング・ブランクブックス・書籍・トートバッ
グ・パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・傘・布から作られる全ての商品・プラス
チックから作られる全ての商品・レザーから作られる全ての商品・レザー製のキーフォブ・
被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパズルの分野の小売サービス，コーヒー・
茶・ココア・フルーツジュースを含むアルコール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・
水・包装された食品・調理された食品・栄養サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・
非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時計・ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディ
ング・ブランクブックス・書籍・トートバッグ・パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・
傘・布から作られる全ての商品・プラスチックから作られる全ての商品・レザーから作られ
る全ての商品・レザー製のキーフォブ・被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパ
ズルの分野の卸売ディストリビューターシップサービス・卸売店サービス・卸売オーダー
サービス及びその他の卸売サービス，コーヒー・茶・ココア・フルーツジュースを含むアル
コール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・水・包装された食品・調理された食品・栄養
サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時計・
ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディング・ブランクブックス・書籍・トートバッグ・
パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・傘・布から作られる全ての商品・プラス
チックから作られる全ての商品・レザーから作られる全ての商品・レザー製のキーフォブ・
被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパズルの分野におけるメールオーダー
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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

128

ＳＱＵＥＥＺＥ ＬＩＦＥ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076739

エボリューション フレッシュ イン
コーポレイテッド

03
129

130

131

図形商標

§玉髪＼たまぐし

クロミン８０

通常

通常

通常

2012/9/19 2012-079363 株式会社ベンチャーバンク

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
紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛

05

【05】薬剤

2012/9/19 2012-079364 株式会社ベンチャーバンク

2012/9/20 2012-079770 株式会社三協堂

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

指定商品・役務
【35】ビジネスアドミニストレーションサービス，ビジネスマネジメントサービス，レストラン・カ
フェ・コーヒー店及び軽食堂の設立及び／またはオペレーションにおける専門的な支援の
提供，その他のフランチャイズサービス，コーヒー・茶・ココア・フルーツジュースを含むア
ルコール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・水・包装された食品・調理された食品・栄
養サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時
計・ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディング・ブランクブックス・書籍・トートバッ
グ・パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・傘・布から作られる全ての商品・プラス
チックから作られる全ての商品・レザーから作られる全ての商品・レザー製のキーフォブ・
被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパズルの分野の小売サービス，コーヒー・
茶・ココア・フルーツジュースを含むアルコール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・
水・包装された食品・調理された食品・栄養サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・
非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時計・ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディ
ング・ブランクブックス・書籍・トートバッグ・パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・
傘・布から作られる全ての商品・プラスチックから作られる全ての商品・レザーから作られ
る全ての商品・レザー製のキーフォブ・被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパ
ズルの分野の卸売ディストリビューターシップサービス・卸売店サービス・卸売オーダー
サービス及びその他の卸売サービス，コーヒー・茶・ココア・フルーツジュースを含むアル
コール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・水・包装された食品・調理された食品・栄養
サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時計・
ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディング・ブランクブックス・書籍・トートバッグ・
パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・傘・布から作られる全ての商品・プラス
チックから作られる全ての商品・レザーから作られる全ての商品・レザー製のキーフォブ・
被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパズルの分野におけるメールオーダー
【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
紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛

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）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

132

当社自家製

通常:
標準

2012/9/19 2012-079810 株式会社ブレーン・ストーミング社

03,05,08,21,24,25,2
6,28,35
133

＋∞ＳＴＹＬＥ＼ＮＯＢＬＥ

通常

2012/9/21 2012-080184 ノーブル株式会社

05,16,29
134

ドープクン

通常

2012/9/20 2012-080208 株式会社アトラク

05,16,29
135

トップチャン

通常

2012/9/20 2012-080209 株式会社アトラク

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

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

指定商品・役務
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
【03】二重瞼形成用化粧品，つけまつ毛用接着剤，その他の化粧品
【05】瞼成形用ストレッチテープ，除菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く）
【08】ピンセット，手持ち工具，毛抜，まつ毛カール器
【21】手動式美容用ローラー，毛穴の皮脂除去用化粧用具，角栓取り，くし，爪用化粧品，
コンシーラー
【24】タオル，手ぬぐい，ハンカチ
【25】汗取りパッド
【26】頭飾品，ヘアカーラー
【28】トレーニング用具
【35】化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供
【05】薬剤・カプセル
【16】紙類，紙製包装容器，家庭用食品包装用フィルム，荷札，印刷物，お薬手帳，文房具
類
【29】アミノ酸・ビタミン・たんぱく質・脂質・植物エキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・
チュアブル状・顆粒状・粒状・粉状・液状の加工食品，食肉，肉製・品加工水産物，乳製
品，食用油脂，食用たんぱく，豆，卵，加工卵

【05】薬剤・カプセル
【16】紙類，紙製包装容器，家庭用食品包装用フィルム，荷札，印刷物，お薬手帳，文房具
類
【29】アミノ酸・ビタミン・たんぱく質・脂質・植物エキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・
チュアブル状・顆粒状・粒状・粉状・液状の加工食品，食肉，肉製・品加工水産物，乳製
品，食用油脂，食用たんぱく，豆，卵，加工卵
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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
14,35

136

ｐｈｉｔｅｎ

通常

2012/9/19 2012-080242 ファイテン株式会社

05
137

138

139

140

Ｏ２Ｃｌｏｕｄ

ＴＲＥＬＹＰＳＯ

ＳＨＩＳＯＬＩＡ

ＲＯＬＬＥＲ ＬＡＳＨ

通常

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/21 2012-080636

指定商品・役務
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，身飾品（「カフスボタン」を除く。），
ネックレス，ブレスレット，指輪，足首用ブレスレット，イヤリング，布・合成樹脂・革製の身
飾品（「カフスボタン」を除く。），布・合成樹脂・革製のネックレス，布・合成樹脂・革製のブ
レスレット，布・合成樹脂・革製の指輪，布・合成樹脂・革製の足首用ブレスレット，宝飾
品，計時用具，時計，腕時計，置き時計，ストップウォッチ，時計の部品及び附属品，時計
側，時計鎖，時計バンド
【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，頭髪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，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，医療用粘着テープ・サプリメン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，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，家庭用又は業務用の美容マッサージ器・美顔器・電気式ヘアア
イロンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，医療用高気圧酸素
供給装置・磁気治療器・医療用サポータ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，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，身飾品・布製身の回り品・被服用ベルトの小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物用の被服・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，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，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，運動用サポーター・乗馬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，家具・壁紙・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 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務におい
【05】薬剤

株式会社ジャパンアドバンスドモー
ル

05

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

01,03

【01】Chemical products used for preparing compositions for perfumery, cosmetics, soaps,
detergents, deodorants for personal use and deodorants, other than for personal use.
【03】Perfumery, perfumes, cosmetics, soaps, detergents, deodorants for personal use.
【01】香料類及び香水類・化粧品・せっけん・洗浄剤・身体用防臭剤及び防臭剤（身体用の
ものを除く。）のための構成要素の加工用に使用する化学品
【03】香料、薫料及び香水類，香水，化粧品，せっけん，洗浄剤，身体防臭用化粧品

03

【03】Mascara; cosmetics.
【03】マスカラ，化粧品

2012/9/21 2012-358984 Ｎｏｖａｒｔｉｓ ＡＧ

2012/9/18 2012-358985 ＧＩＶＡＵＤＡＮ ＳＡ

2012/9/19 2012-359001 Ｂｅｎｅｆｉｔ Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ ＬＬＣ

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

141

商標（見本）

商標

ＳＴＹＬＥ｜ＬＡＢ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

142

マド
ＣＯＬＬＡＧＥＮＩＳＴ ＲＥ‐ＰＬＵＭ プロ:
通常:
Ｐ
標準

143

ＫＩＳＳＺＩＮＧ

マド
プロ:
通常:
標準

ＢＥＬＴＲＥＧＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＺＹＱＵＥＬＴＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＱＵＩＬＹＰＳＯ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｒｅｑｕｏｌｉｓ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】Cosmetics and non-medicated toiletries; hair care preparations; hair cleaning
preparations; hair styling preparations.
【03】化粧品及び薬用でない化粧品，せっけん類，歯磨き，頭髪用化粧品，洗髪用剤，整
髪剤

03

【03】Perfumes, toilet water; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet
soap; body deodorants; cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks, lotions,
gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up
preparations; shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products for hair care and hair
styling; hair spray; hair dyes and bleaching products; hair waving and setting products;
essential oils.
【03】香水，化粧水，浴用及びシャワー用のジェル及びソルト（医療用のものを除く。），化
粧せっけん，身体防臭用化粧品，化粧品，特に顔用・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，日焼け及び日焼け後用の乳液・ジェル及びオイル（化粧
品），メイクアップ用化粧品，シャンプー，毛髪の手入れ用及び整髪用のジェル・ムース・バ
【03】Cosmetics.
【03】化粧品

2012/9/18 2012-359010 Ｌｉｖｉｎｇ Ｐｒｏｏｆ， Ｉｎｃ．

2012/9/20 2012-359021 ＨＥＬＥＮＡ ＲＵＢＩＮＳＴＥＩＮ

03

144

145

146

147

2012/9/21 2012-359549

指定商品・役務

03

Ｏｒｉｇｉｎｓ Ｎａｔｕｒａｌ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｉｎ
ｃ．

05

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

05

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

05

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

05

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

2012/9/21 2012-359683 Ｎｏｖａｒｔｉｓ ＡＧ

2012/9/21 2012-359684 Ｎｏｖａｒｔｉｓ ＡＧ

2012/9/21 2012-359685 Ｎｏｖａｒｔｉｓ ＡＧ

2012/9/21 2012-359686 Ｎｏｖａｒｔｉｓ ＡＧ

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

148

149

150

151

152

153

154

商標（見本）

商標

種別

ＴＲＥＺＯＮＯＭ

マド
プロ:
通常:
標準

ＤＧＡＮＴＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＣＨＹＬＯＴＲＥＺ

マド
プロ:
通常:
標準

ＺＡＭＰＲＥＬＴＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＮＴＲＩＧＡＴ

マド
プロ:
通常:
標準

ＤＩＰＡＣＴＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＣＡＲＭＥＸ

マド
プロ:
通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05

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

05

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

05

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

05

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

05

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

05

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

03

【03】Lip balm, lotion, and cream.
【03】リップクリーム，オーデコロン，クリーム

2012/9/21 2012-359687 Ｎｏｖａｒｔｉｓ ＡＧ

2012/9/21 2012-359688 Ｎｏｖａｒｔｉｓ ＡＧ

2012/9/21 2012-359689 Ｎｏｖａｒｔｉｓ ＡＧ

2012/9/21 2012-359690 Ｎｏｖａｒｔｉｓ ＡＧ

2012/9/21 2012-359691 Ｎｏｖａｒｔｉｓ ＡＧ

2012/9/21 2012-359692 Ｎｏｖａｒｔｉｓ ＡＧ

2012/9/19 2012-359772 Ｃａｒｍａ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ， 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：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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
03,14,18,25

155

§ＶＩＭＯＤＡ＼ＰＡＲＩＳ

マド
プロ:
通常

ＢＩＯ Ｄ

マド
プロ:
通常:
標準

ＢＩＯ Ｄ３

マド
プロ:
通常:
標準

ＢＯＲＮ ＩＮ ＰＡＲＡＤＩＳＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/19 2012-359825 ＬＩＮ ＤＡＶＩＤ

05
156

157

158

159

160

§ｃｂ

マド
プロ:
通常

ＬＡＣＴＡＬｉＳ

マド
プロ:
通常

ＴＯＭ ＦＯＲＤ ＦＬＥＵＲ ＤＥ
ＣＨＩＮＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/18 2012-359847

2012/9/18 2012-359912

2012/9/20 2012-359987

ＢＩＯ Ｄ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ， ＩＮ
Ｃ．

05

【05】Nutritional supplements for animal feed.
【05】飼料用の栄養補助食品

03

【03】Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
【03】せっけん，香料類及び香水類，精油，化粧品，ヘアローション，歯磨き

03

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

05,29,30,32,35

【05】Pharmaceuticals and veterinary preparations; sanitary products for medical
purposes; pharmaceuticals for skin care; dietetic substances, beverages and foodstuffs
for medical use; nutritional supplements for medical use; medical preparations for
slimming purposes; medicinal infusions, medicinal herbs, herb teas for medicinal purposes;
vitamin preparations, preparations of trace elements for human and animal use; mineral
food supplements; food and lacteal flour for babies, milk and milk products for babies;
plasters, materials for dressings, material for dental fillings and dental impressions;
antiseptics; disinfectants for medical use, other than soaps; pesticides; anti-insect
preparations; insecticides; insect repellents; fungicides, herbicides; antiparasitic
preparations, antiparasitic collars for animals; animal washes; sunburn ointments;
antiseptic cotton, absorbent cotton for medical use; sanitary pads, napkins and panties;
【03】Perfumery products for personal use.
【03】身体用の香料類及び香水類

ＢＩＯ Ｄ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ， ＩＮ
Ｃ．

Ｐｒｏｃｔｅｒ ＆ Ｇａｍｂｌｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ Ｓ．Ａ．

2012/9/18 2012-360027 Ｃｅｌｌｂｏｎｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ， Ｉｎｃ．

2012/9/20 2012-360155 ＧＲＯＵＰＥ ＬＡＣＴＡＬＩＳ

03
161

指定商品・役務
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use.
【14】Jewelry, precious stones.
【18】Leather and imitations of leather; animal skins.
【25】Clothing, footwear, headgear.
【03】洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤
【14】宝飾品，宝玉，宝玉の原石
【18】革及び人工皮革，獣皮
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子
【05】Nutritional supplements for animal feed.
【05】飼料用の栄養補助食品

2012/9/21 2012-360233 Ｔｈｏｍａｓ Ｃ． Ｆｏｒｄ

※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/

41／46

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

162

163

商標（見本）

商標

ＴＯＭ ＦＯＲＤ ＳＨＡＮＧＨＡＩ
ＬＩＬＹ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

§Ｆａｂ．

マド
プロ:
通常

Ｊｕｓｔ Ｓｍｉｌｅ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【03】Perfumery products for personal use.
【03】身体用の香料類及び香水類

35

【35】Advertising and directory services, namely, promoting the services of others by
providing a web page featuring links to the websites of others; advertising and marketing
services, namely, promoting the goods and services of others; computerized on-line retail
store services in the field of a wide variety of consumer goods of others; on-line retail
store services featuring a wide variety of consumer goods of others.
【35】広告及び電話番号案内、すなわち他人のウェブサイトへのリンクを特徴とするウェブ
ページの提供による他人の役務の促進，広告及びマーケティングに関する役務の提供、
すなわち商品及び役務の販売促進の代行，他人の様々な消費者製品のコンピュータを利
用したオンラインで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，他人のさ
まざまな種類の消費者向け商品を特徴とするオンラインの小売店による小売の業務にお
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, hair lotions,
dentifrices.
【03】漂白剤その他の洗濯に用いる物質，洗浄剤，つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤，
せっけん，香料、薫料及び香水類，精油，ヘアーローション，歯磨き

2012/9/21 2012-360234 Ｔｈｏｍａｓ Ｃ． Ｆｏｒｄ

2012/9/21 2012-360237 Ｆａｂ．ｃｏｍ， Ｉｎｃ．

03
164

2012/9/20 2012-360260

Ｍaｕｒｅｒ ＋ Ｗｉｒｔｚ ＧｍｂＨ ＆ Ｃ
ｏ． ＫＧ

03,16,44

165

マド
Ｔｏｇｅｔｈｅｒ．Ａ ｐａｓｓｉｏｎ ｆｏｒ ｈ プロ:
ａｉｒ
通常:
標準

2012/9/18 2012-360282 Ｈｅｎｋｅｌ ＡＧ ＆ Ｃｏ． ＫＧａＡ

03
166

ＥＸＯＬＩＶＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/17 2012-360465 Ｃａｒｏｉ’Ｌｉｎｅ Ｃｏｓｍeｔｉｃａ， Ｓ．Ｌ．

05
167

ＳＫＹＮ

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務

03

2012/9/22 2012-360537 Ａｎｓｅｌｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ

※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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【03】Soaps, perfumery goods, ethereal oils, cosmetics, preparations for the care, cleaning,
tinting, dyeing, bleaching, fixing and waving of hair, hair lotions and shampoos for
cosmetic purposes.
【16】Publications, in particular user manuals, instruction guides, reference guides,
newsletters, periodicals, books relating to computer systems and computer programs,
pens, pencils, markers, stationery, folders, clipboards, desk tidies folders, pen and pencil
holders, photographs and photomontages, posters, notepads, binders, paperweights, paper
coasters, calendars, jotters, book covers, gluing books and greeting cards.
【44】Hygienic and beauty care, hairdressing services.
【03】せっけん，香料類及び香水類，精油，化粧品，髪の手入れ用・洗浄用・着色用・染毛
用・脱色用・固定用及びウェーブ用の化粧品，美容用の毛髪用ローション及びシャンプー
【16】出版物，特にユーザーハンドブック，説明用ガイド，参考説明書，ニューズレター，定
期刊行物，コンピュータシステム及びコンピュータプログラムに関連する書籍，ペン，鉛
筆，マーカー，文房具，紙挟み，クリップボード，机用小物入れ（・？）フォルダー，ペンホル
ダー及び筆立て，写真及びモンタージュ写真，ポスター，はぎ取り式のメモ帳，バイン
ダー，文鎮，紙製コースター，カレンダー，メモ帳，ブックカバー，のり付け用書籍及びグ
リーティングカード
【03】Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; toothpaste made with olive
oil.
【03】せっけん，香料、薫料及び香水類，精油，化粧品，ヘアーローション，オリーブオイル
からなる練り歯磨き

【05】Personal sexual lubricants.
【05】身体用性的潤滑剤

42／46

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.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
03,05,29

168

マド
ＩＭＥＤＥＥＮ ＢＥＡＵＴＹ ＢＥＧＩ プロ:
通常:
ＮＳ ＷＩＴＨＩＮ
標準

2012/9/19 2012-360673 Ｆｅｒｒｏｓａｎ Ａ／Ｓ

05,10

169

ＳＲ Ｐｈｏｎａｒｅｓ ｆｉｘＯｎ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/19 2012-360675 Ｉｖｏｃｌａｒ Ｖｉｖａｄｅｎｔ ＡＧ

05

170

マド
ＴＥＴＲＩＣ Ｎ－ＣＥＲＡＭ ＢＵＬ プロ:
通常:
Ｋ ＦＩＬＬ
標準

2012/9/19 2012-360676 Ｉｖｏｃｌａｒ Ｖｉｖａｄｅｎｔ ＡＧ

03

171

ＯＲＯＧＯＬＤ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/17 2012-360801 Ｖｉｖｏ Ｐｅｒ Ｌｅｉ Ｉｎｃ．

03

172

§ｙｅｓｔｏ

マド
プロ:
通常

2012/9/18 2012-360802 Ｙｅｓ Ｔｏ 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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指定商品・役務
【03】Soaps for human skin cleaning; perfumery, essential oils, cosmetics, including
cosmetic preparations for care, cleaning and improvement of skin, hair, nails, eyes, lips
and teeth; cosmetic preparations for cellulite treatment; cosmetic sun care and sun
protection preparations.
【05】Pharmaceutical and sanitary preparations for human use, including naturopathic
preparations based on active ingredients from plants and/or animals, including shell fish,
herbs and seaweed; food supplements for healthcare and medical purposes, also in liquid
form, including food supplements based on active ingredients from plants and/or animals,
including shell fish, herbs and seaweed; vitamin and mineral preparations, dietetic
substances adapted for medical use; food for babies.
【29】Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; food
supplements and health food (not for medical purposes), primarily consisting of extracts
【05】Materials for use in dentistry, namely impression materials, materials for the
manufacture of artificial teeth, crowns and bridges, inlays, prosthesis, protective coatings
for teeth, materials for relining, adhesive agents for dental purposes, cavity lining
materials, dental filling materials, dental veneers, prefabricated parts for crowns, bridges
and pontics.
【10】Apparatus, tools and instruments for dental technology, namely articulators, artificial
teeth, shade guides for assessing tooth shades.
【05】歯科用材料、すなわち印象材，義歯・歯冠及び架工義歯・インレー・人工器官の製造
用の材料，歯用保護用被覆，リライニング用材料，歯科用の接着剤，虫歯の穴の裏装用
の材料，歯科用充てん材料，歯科用被覆材，歯冠用・架工義歯用及び架工歯用の予め作
られた部品
【05】Materials for dentistry, namely materials and accessories for the manufacture of
models, inlays, artificial teeth, dental relining materials, materials for the characterization
of teeth; dental filling materials; dental luting materials; materials for the cavity
treatment; materials used for acid etching and for the caries prophylaxis; materials for
the restoration of damaged teeth; composite materials for dental use; dental materials for
the treatment of caries and periodontitis; cavity lining materials; core materials for use in
dentistry; materials for repairing damaged teeth; fissure sealants.
【05】歯科用材料、すなわち模型の製造用の材料及び付属品，インレー（歯の削った部分
に詰めるもの），義歯，歯科用のリライニング用材料，歯型取り用材料，歯科用充てん材
料，歯科用合着材，虫歯の治療用材料，酸腐蝕用及び虫歯の防止用の材料，損傷した歯
の修復用材料，歯科用の複合材料，虫歯及び歯周炎の治療用の歯科用材料，虫歯の穴
の裏装用の材料，歯科用コア材料，損傷した歯の修復用の材料，裂溝てん塞材
【03】After shave lotions; after-shave creams; after-shave lotions; age spot reducing
creams; anti-aging cleanser; anti-aging creams; anti-aging creams; anti-aging
moisturizers; anti-aging toner; anti-wrinkle cream; anti-wrinkle creams; beauty creams;
beauty creams for body care; beauty gels; beauty lotions; beauty masks; beauty serums;
body butter; body cream; body creams; body lotion; body lotions; body mask cream; body
mask lotion; body scrub; boot cream; cleansing creams; cosmetic creams; cosmetic
creams for skin care; cosmetic masks; cosmetic preparations, namely, firming creams;
cosmetic preparations, namely, firming lotions; cosmetics in the form of milks, lotions and
emulsions; eye cream; eye gels; eye lotions; face and body beauty creams; face and body
creams; face and body lotions; face creams; face creams for cosmetic use; face milk and
lotions; facial beauty masks; facial cream; facial creams; facial lotion; facial masks; facial
scrubs; foot scrubs; gel eye masks; hand cream; hand creams; hand lotions; hand scrubs;
【03】Anti-aging cleansers; anti-aging creams; anti-aging facial masks; anti-aging lip
balms; anti-aging moisturizers; anti-aging skin masks; baby lotions; beauty creams;
beauty lotions; beauty masks; body butters; body creams; body care preparations,
namely, body gels; body lotions; body lotions with SPF; body masks; body scrubbing
preparations; body scrubs; body washes for babies; cosmetic pads; cosmetic creams;
cosmetic preparations for body care; cosmetic preparations for eye care; eye creams;
eye gels; face creams; facial cleansers; facial cleansing preparations; facial lotions; facial
masks; facial moisturizers; facial moisturizers with SPF; facial scrubbing preparations;
facial scrubs; hair care preparations; hair conditioners; hair shampoos; hand creams; lip
balms; lip balms with SPF; lip glosses; make-up removing preparations; nail care
preparations; night creams; non-medicated acne treatment lotions; non-medicated acne
treatment preparations; non-medicated bath preparations; non-medicated diaper rash
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

173

商標（見本）

商標

§７ｔｈ Ｈｅａｖｅｎ＼ｂｙ ４７１１

種別
マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

174

Ａｎｔｉｂｉｏｆｉｌｍｏｇｒａｍ

175

マド
ＴＯＭ ＦＯＲＤ ＡＴＥＬＩＥＲ Ｄ’ プロ:
通常:
ＯＲＩＥＮＴ
標準

176

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

2012/9/20 2012-360921

出願人／権利者

区分

【03】Soaps, perfumery, essential oils, hair lotions, dentifrices.
【03】せっけん，香料、薫料及び香水類，精油，ヘアーローション，歯磨き

01,05,09,10

【01】Diagnostic preparations other than for medical or veterinary use.
【05】Diagnostic products for medical use.
【09】Diagnostic apparatus not for medical use; Scientific, measuring, checking
(supervision) and teaching apparatus and instruments.
【10】Diagnostic apparatus for medical use; testing apparatus for medical use; blood
testing apparatus.
【01】識別剤（医療用又は獣医科用のものを除く。）
【05】医療用診断剤
【09】機械の誤作動・故障等の検知・分析装置，科学用・測定用・検査（監視）用及び教育
用機器
【03】Perfumery products for personal use.
【03】身体用の香料類及び香水類

Ｍaｕｒｅｒ ＋ Ｗｉｒｔｚ ＧｍｂＨ ＆ Ｃ
ｏ． ＫＧ

2012/9/21 2012-361068 Ｂｉｏｆｉｌｍ Ｃｏｎｔｒｏｌ

03
2012/9/21 2012-361213 Ｔｈｏｍａｓ Ｃ． Ｆｏｒｄ

03,05
ＡＭＥＬＥ

2012/9/22 2012-361743 Ａｎｓｅｌｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ

01,05,09,42

177

ＭａｇＮＡ Ｐｕｒｅ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/20 2013-350009 Ｒｏｃｈｅ Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ ＧｍｂＨ

03,09,14,18,25,26

178

マド
プロ:
通常:
立体

指定商品・役務

03

2012/9/18 2013-350016 Ｔｅｓｓｉｌｆｏｒｍ Ｓｐａ

※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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【03】Products for feminine use, namely, non-medicated feminine hygiene washes; nonmedicated feminine cleansing wipes; intimate shaving gels; feminine after-shave creams
and gels for the skin and intimate moisturizers for the skin at the external vaginal area.
【05】Vaginal moisturizers and lubricants; tampons.
【03】女性用品、すなわち女性用の衛生用洗浄剤（医療用のものを除く。），女性用の清浄
用拭き取り品（医療用のものを除く。），皮膚に直接つけるひげそり用ジェル，皮膚用の女
性用のひげそり後用のクリーム及びジェル並びに外陰部の皮膚用の皮膚に付ける保湿
剤
【05】膣用の保湿剤及び潤滑剤
【01】In vitro diagnostic agents forタンポン
scientific use; biochemicals, namely chemical reagents
for the amplification, detection and purification of nucleic acids for scientific use.
【05】In vitro diagnostic agents for medical use; biochemicals, namely chemical reagents
for the amplification, detection and purification of nucleic acids for medical use.
【09】Apparatus for the amplification, detection and purification of nucleic acids for
scientific use; accessories, namely pipette tips and test tubes; apparatus for the preanalytical processing for scientific use; computer software for the analysis of nucleic
acids as well as for the preparation of nucleic acid libraries for scientific and medical
purposes.
【42】Development, updating and installation of computer software for the analysis of
nucleic acids for the preparation of probes before an automated purification of a nucleic
acid.
【01】科学用インビトロ用検査薬，生化学品、すなわち科学用の核酸の増幅用・検知用及
び精製用の化学剤
【05】医療用体外診断薬，生化学品、すなわち科学用の核酸の増幅用・検知用及び精製
【03】Soaps; perfumery; cosmetics.
【09】Optical apparatus and instruments.
【14】Precious metals; jewellery; horological instruments.
【18】Leather; animal skins; trunks, travelling bags; umbrellas.
【25】Articles of clothing; footwear; headgear.
【26】Lace, embroidery, braid, ribbons; buttons.
【03】せっけん，香料、薫料及び香水類，化粧品
【09】光学用機器
【14】貴金属，宝飾品，計時用具
【18】革，獣皮，トランク，旅行かばん，傘
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子
【26】レース，刺しゅう布，組ひも，リボン，ボタン
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03,25

179

￠ＪＯＳＥ ＥＩＳＥＮＢＥＲＧ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/20 2013-350238 Ｊｏｓe ＥＩＳＥＮＢＥＲＧ

03,25

180

マド
￠ＪＯＳＥ ＥＩＳＥＮＢＥＲＧ＼ＰＡ プロ:
通常:
ＲＩＳ
標準

2012/9/20 2013-350239 Ｊｏｓe ＥＩＳＥＮＢＥＲＧ

03,25

181

ＥＩＳＥＮＢＥＲＧ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/20 2013-350240 Ｊｏｓe ＥＩＳＥＮＢＥＲＧ

※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】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soaps, and more specifically shower gels, bath gels,
shower creams, bath creams, shampoos; perfumery, and more specifically perfumes,
fragrances, deodorants; essential oils; cosmetics, and more specifically cosmetic
preparations for slimming purposes, beauty masks, skin whitening creams, make-up
removing products, oils for cosmetic use; make-up products and more specifically
lipsticks, lip gloss, pencils for cosmetic use, make-up, mascara, nail polish, make-up
powders, make-up foundation; hair lotions; hair sprays; dentifrices.
【25】Clothing, underwear, footwear, headgear, tights, stockings, bodysuits, t-shirts,
scarves, pareos.
【03】漂白剤その他の洗濯に用いる物質，清浄剤，つや出し剤，油脂除去剤及び研磨剤，
せっけん、特にシャワージェル，バスジェル，シャワークリーム，浴用クリーム，シャン
プー，香料類及び香水類、特に香水，香料類及び香水類，防臭用化粧品，精油，化粧品、
特に痩身用化粧品，美顔用パック，スキンホワイトニングクリーム，化粧落とし剤，化粧用
油，メイクアップ用化粧品、特に口紅，リップグロス（唇につやを与える化粧品），ペンシル
状の化粧品，メイクアップ用化粧品，マスカラ，ネイルエナメル，おしろい，化粧用ファン
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soaps, and more specifically shower gels, bath gels,
shower creams, bath creams, shampoos; perfumery, and more specifically perfumes,
fragrances, deodorants; essential oils; cosmetics, and more specifically cosmetic
preparations for slimming purposes, beauty masks, skin whitening creams, make-up
removing products, oils for cosmetic use; make-up products and more specifically
lipsticks, lip gloss, pencils for cosmetic use, make-up, mascara, nail polish, make-up
powders, make-up foundation; hair lotions; hair sprays; dentifrices.
【25】Clothing, underwear, footwear, headgear, tights, stockings, bodysuits, t-shirts,
scarves, pareos.
【03】漂白剤その他の洗濯に用いる物質，清浄剤，つや出し剤，油脂除去剤及び研磨剤，
せっけん、特にシャワージェル，バスジェル，シャワークリーム，浴用クリーム，シャン
プー，香料類及び香水類、特に香水，香料類及び香水類，防臭用化粧品，精油，化粧品、
特に痩身用化粧品，美顔用パック，スキンホワイトニングクリーム，化粧落とし剤，化粧用
油，メイクアップ用化粧品、特に口紅，リップグロス（唇につやを与える化粧品），ペンシル
状の化粧品，メイクアップ用化粧品，マスカラ，ネイルエナメル，おしろい，化粧用ファン
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soaps, and more specifically shower gels, bath gels,
shower creams, bath creams, shampoos; perfumery, and more specifically perfumes,
fragrances, deodorants; essential oils; cosmetics, and more specifically cosmetic
preparations for slimming purposes, beauty masks, skin whitening creams, make-up
removing products, oils for cosmetic use; make-up products and more specifically
lipsticks, lip gloss, pencils for cosmetic use, make-up, mascara, nail polish, make-up
powders, make-up foundation; hair lotions; hair sprays; dentifrices.
【25】Clothing, underwear, footwear, headgear, tights, stockings, bodysuits, t-shirts,
scarves, pareos.
【03】漂白剤その他の洗濯に用いる物質，清浄剤，つや出し剤，油脂除去剤及び研磨剤，
せっけん、特にシャワージェル，バスジェル，シャワークリーム，浴用クリーム，シャン
プー，香料類及び香水類、特に香水，香料類及び香水類，防臭用化粧品，精油，化粧品、
特に痩身用化粧品，美顔用パック，スキンホワイトニングクリーム，化粧落とし剤，化粧用
油，メイクアップ用化粧品、特に口紅，リップグロス（唇につやを与える化粧品），ペンシル
状の化粧品，メイクアップ用化粧品，マスカラ，ネイルエナメル，おしろい，化粧用ファン
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03,25

182

§ＪＥ

マド
プロ:
通常

2012/9/20 2013-350241 Ｊｏｓe ＥＩＳＥＮＢＥＲＧ

03,25

183

ＥＩＳＥＮＢＥＲＧ＼ＰＡＲＩＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/20 2013-350243 Ｊｏｓe ＥＩＳＥＮＢＥＲＧ

03,05,42

184

ＴＥＩＫＯＫＵ ＰＨＡＲＭＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/20 2013-350275 Ｔｅｉｋｏｋｕ Ｐｈａｒｍａ ＵＫ Ｌｉｍｉｔｅｄ

01,03,29

185

ＣＡＤＡＭＩＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/20 2013-350548

※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。

Ｍａｃａｄａｍｉａ Ｏｉｌｓ ｏｆ Ａｕｓｔｒａｌｉａ
Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
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指定商品・役務
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soaps, and more specifically shower gels, bath gels,
shower creams, bath creams, shampoos; perfumery, and more specifically perfumes,
fragrances, deodorants; essential oils; cosmetics, and more specifically cosmetic
preparations for slimming purposes, beauty masks, skin whitening creams, make-up
removing products, oils for cosmetic use; make-up products and more specifically
lipsticks, lip gloss, pencils for cosmetic use, make-up, mascara, nail polish, make-up
powders, make-up foundation; hair lotions; hair sprays; dentifrices.
【25】Clothing, underwear, footwear, headgear, tights, stockings, bodysuits, t-shirts,
scarves, pareos.
【03】漂白剤その他の洗濯に用いる物質，清浄剤，つや出し剤，油脂除去剤及び研磨剤，
せっけん、特にシャワージェル，バスジェル，シャワークリーム，浴用クリーム，シャン
プー，香料類及び香水類、特に香水，香料類及び香水類，防臭用化粧品，精油，化粧品、
特に痩身用化粧品，美顔用パック，スキンホワイトニングクリーム，化粧落とし剤，化粧用
油，メイクアップ用化粧品、特に口紅，リップグロス（唇につやを与える化粧品），ペンシル
状の化粧品，メイクアップ用化粧品，マスカラ，ネイルエナメル，おしろい，化粧用ファン
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soaps, and more specifically shower gels, bath gels,
shower creams, bath creams, shampoos; perfumery, and more specifically perfumes,
fragrances, deodorants; essential oils; cosmetics, and more specifically cosmetic
preparations for slimming purposes, beauty masks, skin whitening creams, make-up
removing products, oils for cosmetic use; make-up products and more specifically
lipsticks, lip gloss, pencils for cosmetic use, make-up, mascara, nail polish, make-up
powders, make-up foundation; hair lotions; hair sprays; dentifrices.
【25】Clothing, underwear, footwear, headgear, tights, stockings, bodysuits, t-shirts,
scarves, pareos.
【03】漂白剤その他の洗濯に用いる物質，清浄剤，つや出し剤，油脂除去剤及び研磨剤，
せっけん、特にシャワージェル，バスジェル，シャワークリーム，浴用クリーム，シャン
プー，香料類及び香水類、特に香水，香料類及び香水類，防臭用化粧品，精油，化粧品、
特に痩身用化粧品，美顔用パック，スキンホワイトニングクリーム，化粧落とし剤，化粧用
油，メイクアップ用化粧品、特に口紅，リップグロス（唇につやを与える化粧品），ペンシル
状の化粧品，メイクアップ用化粧品，マスカラ，ネイルエナメル，おしろい，化粧用ファン
【03】Cosmetics; cosmetic preparations; adhesives for cosmetic purposes; cosmetic
masks; soaps; perfumery; essential oils; hair lotions.
【05】Pharmaceuticals; pharmaceutical preparations, compositions, creams and/or lotions;
prescription and over-the-counter pharmaceutical preparations; prescription and overthe-counter pharmaceutical preparations, namely, transdermal gel formulations,
transdermal cream formulations, oral mucous formulations, transdermal patches,
dressings and medical adhesive tapes for use in the treatment of cardiovascular
conditions, allergies, central nervous system conditions, peripheral nervous system
conditions, electrolytic imbalance, caloric imbalance, obesity, vitamin imbalance,
gastrointestinal conditions, inflammation, dermatological conditions, infectious diseases,
hormonal imbalance, pain, cancer conditions, pulmonary conditions, ophthalmic conditions,
musculoskeletal conditions, diabetic conditions, psychosis, senile conditions, dementia,
【01】Chemicals used in agriculture; chemicals used in industry; chemical ingredients for
cosmetics, chemical ingredients for use in the manufacture of foods, chemical ingredients
for skincare preparations; unprocessed plastics; unprocessed resins; core oils.
【03】Essential oils; cleaning preparations; polishing preparations; scouring preparations;
abrasive preparations; soap; perfumery; cosmetic oils, moisturizing oils and creams, nonmedicated toiletries; hair care products; skin care products (cosmetic); body scrubs;
toiletries.
【29】Processed macadamia nuts and macadamia nut products; edible oils and fats made
including those made from or including nuts; snack foods in this class made of or
including nuts; edible nuts, fruit and nut snacks, nut oils and nut milk.
【01】農業用化学品，工業用化学品，化粧品用化学的成分，食品製造用化学成分，スキン
ケア用化粧品用化学成分，未加工プラスチック，未加工樹脂，コアオイル
【03】精油，洗浄剤（煙突用化学洗浄剤を除く。），つや出し剤，擦り磨き剤，研磨剤，せっ
けん，香料、薫料及び香水類，化粧用オイル，コアオイル，薬用でない化粧品，せっけん
類，歯磨き，ヘアケア製品，スキンケア用品（化粧品），ボディ用スクラブ，化粧品、せっけ
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01,02,03,06,07,09,1 【01】Chemicals for use in industry, science, photography, agriculture, horticulture and
forestry; barium titanates, antimony and antimony compounds, zirconia; solder chemicals;
4,17,40,42

186

ＡＬＥＮＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/21 2013-350628 Ａｌｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ

※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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solder creams; solder flux; adhesives; ceramic materials in granules, paste or powder form
for use in industry; coatings used in the manufacture of printed circuit boards; metal
plating chemical compositions; soldering preparations.
【02】Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of
wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; pigments for use in polymers; pigments for use in the
printing ink, paint, nylon and plastics industries; pigments for use in waterproofing
compounds, foods, cosmetics and pharmaceuticals; coatings in the nature of conductive
inks for use in the manufacture of printed circuit boards; coatings for metals and plastics
which provide a decorative appearance; corrosion inhibiting coatings.
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,

