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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

1

サイエンディブ

通常:
標準

2

シエンディブ

通常:
標準

3

ラリアン＼ＬＡＬＩＡＮ

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

ベーリンガー・インゲルハイム・インテ 05
2012/10/1 2012-079090 ルナツイオナール・ゲゼルシヤフト・ミ
ツト・ベシユレンクテル・ハフツング
ベーリンガー・インゲルハイム・インテ 05
2012/10/1 2012-079091 ルナツイオナール・ゲゼルシヤフト・ミ
ツト・ベシユレンクテル・ハフツング
05

Ｏｎ－ｓｉｔｅ Ｔｅｓｔｉｎｇ

通常:
標準

2012/10/1 2012-079129 ウシオ電機株式会社
01,05

5

6

7

図形商標

図形商標

図形商標

8

ダニボンバー

9

リゾックス

10

Ｓｈｏｅｑｕｅｔｔｅ

通常

通常

通常

通常

通常:
標準
通常:
標準

【05】薬剤

【05】薬剤，サプリメント

2012/10/1 2012-079092 剤盛堂薬品株式会社

42
4

指定商品・役務
【05】薬剤

【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，公害の防止に関する試験又は研
究，電気に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究，計
測器の貸与，理化学機械器具の貸与，ＤＮＡ配列についての試験・検査又は研究に関す
る情報の提供，インターネットを利用した医薬品・農薬・化粧品又は食品の試験・検査又は
研究に関する情報の提供，遺伝子の試験・検査又は研究及びこれらに関する情報の提
供，免疫学的検査・研究，薬剤に関する試験・検査・分析・調査及び研究開発
【01】化学品
【05】薬剤

2012/10/1 2012-079176 住友化学株式会社

01,05

【01】化学品
【05】薬剤

01,05

【01】化学品
【05】薬剤

05

【05】薬剤

01,03,05

【01】工業用抗菌剤
【03】身体用抗菌消臭剤，洗濯用抗菌剤
【05】抗菌剤（工業用及び洗濯用・身体用のものを除く。）
【03】身体用抗菌消臭剤
【05】靴用抗菌消臭剤，被服用抗菌消臭剤

2012/10/1 2012-079177 住友化学株式会社

2012/10/1 2012-079178 住友化学株式会社

2012/10/1 2012-079223 サンケイ化学株式会社

2012/10/1 2012-079239 和興フィルタテクノロジー株式会社
2012/10/1 2012-079240 和興フィルタテクノロジー株式会社

※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。

03,05

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

11

12

13

商標（見本）

商標

種別

ミタピラリン＼ＭＩＴＡＰＩＬＬＡＲＩＮ 通常

エナジースパ＼Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｐａ

ふもっふ＼ｆｕ－ｍｏ＼ふも

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
【05】薬剤

03,05

【03】浴用化粧品
【05】入浴剤

35,42

【35】広告業，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，輸出入に関する事
務の代理又は代行，輸出入事業の管理，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，かばん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲
食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の
小売又は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
【05】外皮用薬剤

2012/10/1 2012-079252 キョーリンリメディオ株式会社

2012/10/1 2012-079258 株式会社ダイアナ

2012/10/1 2012-079268 加地 宏規

05
14

カサつく季節のかゆみ肌には＼
通常
メンソレータム＼ＡＤ

指定商品・役務

05

2012/10/1 2012-079285 ザ・メンソレータム・カンパニー

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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

06,19,20,35,36,37,4 【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製金具，金
属製ネームプレート，金属製郵便受け，金属製家庭用水槽，金属製建具，金庫
2,44

15

木化

通常

2012/10/1 2012-079288 住友林業株式会社

06,19,20,35,36,37,4
2,44

16

木から生まれる未来、木化

通常

アクアマイルド

通常:
標準

2012/10/1 2012-079289 住友林業株式会社

03,05
17

2012/10/1 2012-079290 アース製薬株式会社
01,05

18

マイティクリア

通常:
標準

2012/10/1 2012-079291 アース製薬株式会社

※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.
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【19】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，ゴム製の建築用又は構築用専用
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用
の専用材料，繊維製の落石防止網，木粉及び合成樹脂を配合して成型した建築用又は
構築用の専用材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），建具（金属製のものを
除く。），木材，半加工木材，加工済み木材，家具用木材，建築用木材，床材（金属製のも
のを除く。），壁材（金属製のものを除く。），繊維板，合板，パーティクルボード（削片板），
集成材，石材
【20】カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょ
う・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・
ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除
く。），家具，台所用家具，食器棚，椅子，テーブル，洗面化粧台，洋服箪笥，収納家具，
屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，郵便受け
（金属製のものを除く。）
【35】建物又は土地の貸借に関する広告，建物又は土地の売買に関する広告，建物又は
土地の貸借希望者のための広告，建物又は土地の貸借希望者等の募集のための広告，
商品の販売促進・役務の提供促進のための広告，その他の広告，トレーディングスタンプ
の発行，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行，商品の販売促
進・役務の提供促進のための企画及び運営，経営の診断又は経営に関する助言，市場
調査，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売の取次ぎ又は仲介，事業の管理，ホ
テルの事業の管理，不動産事業の管理及びコンサルティング，建物又は土地の貸借に関
する顧客情報の提供 顧客に関する情報の収集・管理・分析 介護事業の管理 介護事
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製金具，金
属製ネームプレート，金属製郵便受け，金属製家庭用水槽，金属製建具，金庫
【19】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，ゴム製の建築用又は構築用専用
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用
の専用材料，繊維製の落石防止網，木粉及び合成樹脂を配合して成型した建築用又は
構築用の専用材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），建具（金属製のものを
除く。），木材，半加工木材，加工済み木材，家具用木材，建築用木材，床材（金属製のも
のを除く。），壁材（金属製のものを除く。），繊維板，合板，パーティクルボード（削片板），
集成材，石材
【20】カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょ
う・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・
ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除
く。），家具，台所用家具，食器棚，椅子，テーブル，洗面化粧台，洋服箪笥，収納家具，
屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，郵便受け
（金属製のものを除く。）
【35】建物又は土地の貸借に関する広告，建物又は土地の売買に関する広告，建物又は
土地の貸借希望者のための広告，建物又は土地の貸借希望者等の募集のための広告，
商品の販売促進・役務の提供促進のための広告，その他の広告，トレーディングスタンプ
の発行，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行，商品の販売促
進・役務の提供促進のための企画及び運営，経営の診断又は経営に関する助言，市場
調査，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売の取次ぎ又は仲介，事業の管理，ホ
テルの事業の管理，不動産事業の管理及びコンサルティング，建物又は土地の貸借に関
する顧客情報の提供 顧客に関する情報の収集・管理・分析 介護事業の管理 介護事
【03】歯磨き，口臭用消臭剤，動物用防臭剤
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，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。）
【01】ダニ忌避のために不織布に処理する化学剤，その他の化学品，植物成長調整剤類，
肥料，高級脂肪酸，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック
【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，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。）
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,05,27

19

セブンエフェクト

通常:
標準

2012/10/1 2012-079292 アース製薬株式会社

05
20

ユスリカ

通常

2012/10/1 2012-079293 アース製薬株式会社

21

ほんのりアロマ

通常:
標準

2012/10/1 2012-079294 アース製薬株式会社

22

ニオイ消滅中

通常:
標準

2012/10/1 2012-079295 アース製薬株式会社

05,11

05

05,30,32

23

八彩健茶

通常:
標準

2012/10/1 2012-079296 株式会社東洋新薬

※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
【01】敷物用防カビ剤，その他の化学品，植物成長調整剤類，肥料，高級脂肪酸，人工甘
味料，工業用粉類，原料プラスチック
【05】敷物用防虫剤，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，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，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。）
【27】洗い場用マット，畳類，敷物，壁掛け（織物製のものを除く。），人工芝，体操用マット，
【05】ユスリカよけ効果を有する薬剤，殺ユスリカ効果を有する薬剤，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，ユスリカよけ効果を有する防虫紙，殺ユスリカ効果を有する防虫紙，
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。）

【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，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。）
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類
【05】芳香消臭剤（工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。），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，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，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。）
【05】茶を主原料とするサプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし茶
を含有するサプリメント，動物エキスを主原料とし茶を含有するサプリメント，茶を主原料と
する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプ
レット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし茶を含有する粉末状・粒
状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプ
セル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエ
ハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エ
キスを主原料とし茶を含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブ
レット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬
状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シ
ロップ状・スティック状の加工食品，茶を含有する栄養補助食品，茶を含有する栄養補給
剤，茶を含有する栄養補強剤，茶を含有する栄養補給用ドリンク剤，茶を含有するビタミン
剤，茶を含有するアミノ酸剤，茶を含有する滋養強壮変質剤，茶を含有するカルシウム
剤，茶を含有する食品強化剤，茶を含有する医療用食品添加剤，茶を含有する食餌療法
用の食品調製剤，茶を含有する医療用栄養添加剤，茶を含有する薬剤（農薬に当たるも
のを除く。），茶を含有する医薬用化学剤，茶を含有する化学的製剤，茶を含有する動物
用薬剤，茶を含有する食餌療法用飲料，茶を含有する食事療法用食品，茶を含有する乳
児用飲料，茶を含有する乳児用食品，茶を含有する乳児用粉乳，茶を含有する栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【30】茶，烏龍茶，紅茶，麦茶，緑茶，昆布茶，番茶，煎茶，ほうじ茶，ハーブティー，薬草
茶，果実茶，穀物茶，ブレンド茶，茶エキス，茶飲料，濃縮茶，粉末茶，即席茶，ティーバッ
グ入りの茶 アイスティー 植物・植物エキス又は植物発酵エキスを含有する茶 茶の浸
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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
05,30,32

24

おだやか妃茶

通常:
標準

2012/10/1 2012-079297 株式会社東洋新薬

03

25

クイックストレッチフィルム

通常:
標準

2012/10/1 2012-079302 株式会社東洋新薬

03

26

リフトキープベール

通常:
標準

2012/10/1 2012-079303 株式会社東洋新薬

※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】茶を主原料とするサプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし茶
を含有するサプリメント，動物エキスを主原料とし茶を含有するサプリメント，茶を主原料と
する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプ
レット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし茶を含有する粉末状・粒
状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプ
セル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエ
ハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エ
キスを主原料とし茶を含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブ
レット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬
状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シ
ロップ状・スティック状の加工食品，茶を含有する栄養補助食品，茶を含有する栄養補給
剤，茶を含有する栄養補強剤，茶を含有する栄養補給用ドリンク剤，茶を含有するビタミン
剤，茶を含有するアミノ酸剤，茶を含有する滋養強壮変質剤，茶を含有するカルシウム
剤，茶を含有する食品強化剤，茶を含有する医療用食品添加剤，茶を含有する食餌療法
用の食品調製剤，茶を含有する医療用栄養添加剤，茶を含有する薬剤（農薬に当たるも
のを除く。），茶を含有する医薬用化学剤，茶を含有する化学的製剤，茶を含有する動物
用薬剤，茶を含有する食餌療法用飲料，茶を含有する食事療法用食品，茶を含有する乳
児用飲料，茶を含有する乳児用食品，茶を含有する乳児用粉乳，茶を含有する栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【30】茶，烏龍茶，紅茶，麦茶，緑茶，昆布茶，番茶，煎茶，ほうじ茶，ハーブティー，薬草
茶，果実茶，穀物茶，ブレンド茶，茶エキス，茶飲料，濃縮茶，粉末茶，即席茶，ティーバッ
グ入りの茶 アイスティー 植物・植物エキス又は植物発酵エキスを含有する茶 茶の浸
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，ヘアー
トリートメント剤，シャンプー，コンディショナーシャンプー，リンス，コンディショナーリンス，
コンディショナー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬用歯磨き，口内洗浄剤，義
歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容液，クレンジングオイル，クレ
ンジングジェル，クレンジングローション，体臭消臭剤，体用防臭剤，養毛料，育毛料，化
粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一つでカ
バーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染毛剤，
白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧品，整
髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，むだ毛そ
り用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧用のも
の），体毛用脱色剤，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ
手入れ用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，ヘアー
トリートメント剤，シャンプー，コンディショナーシャンプー，リンス，コンディショナーリンス，
コンディショナー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬用歯磨き，口内洗浄剤，義
歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容液，クレンジングオイル，クレ
ンジングジェル，クレンジングローション，体臭消臭剤，体用防臭剤，養毛料，育毛料，化
粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一つでカ
バーできる基礎化粧品，薬用化粧品，薬用美容液，薬用養毛料，薬用育毛料，染毛剤，
白髪用染毛剤，頭髪用化粧品，頭皮用化粧品，ボディ用化粧品，ヘアケア用化粧品，整
髪料，ヘアースタイリング剤，毛髪用つや出し剤，スキンオイル，ひげそり用剤，むだ毛そ
り用化粧品，アフターシェーブ用剤，縮毛矯正剤，毛髪用ウエーブ剤，脱色剤（化粧用のも
の），体毛用脱色剤，マッサージ用ソルト，日やけ用化粧品，日焼け止め用化粧品，つめ
手入れ用化粧品，マッサージオイル，乳液，薬用乳液，化粧用乳液，肌用乳液，顔面用乳
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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
05,30,32

27

健闘膳茶

通常:
標準

2012/10/1 2012-079304 株式会社東洋新薬

05

28

１２４種類の素材の恵み

通常:
標準

2012/10/1 2012-079305 株式会社東洋新薬

05

29

素材の恵み

通常:
標準

2012/10/1 2012-079306 株式会社東洋新薬

※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】茶を主原料とするサプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし茶
を含有するサプリメント，動物エキスを主原料とし茶を含有するサプリメント，茶を主原料と
する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプ
レット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とし茶を含有する粉末状・粒
状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプ
セル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエ
ハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エ
キスを主原料とし茶を含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブ
レット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬
状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シ
ロップ状・スティック状の加工食品，茶を含有する栄養補助食品，茶を含有する栄養補給
剤，茶を含有する栄養補強剤，茶を含有する栄養補給用ドリンク剤，茶を含有するビタミン
剤，茶を含有するアミノ酸剤，茶を含有する滋養強壮変質剤，茶を含有するカルシウム
剤，茶を含有する食品強化剤，茶を含有する医療用食品添加剤，茶を含有する食餌療法
用の食品調製剤，茶を含有する医療用栄養添加剤，茶を含有する薬剤（農薬に当たるも
のを除く。），茶を含有する医薬用化学剤，茶を含有する化学的製剤，茶を含有する動物
用薬剤，茶を含有する食餌療法用飲料，茶を含有する食事療法用食品，茶を含有する乳
児用飲料，茶を含有する乳児用食品，茶を含有する乳児用粉乳，茶を含有する栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【30】茶，烏龍茶，紅茶，麦茶，緑茶，昆布茶，番茶，煎茶，ほうじ茶，ハーブティー，薬草
茶，果実茶，穀物茶，ブレンド茶，茶エキス，茶飲料，濃縮茶，粉末茶，即席茶，ティーバッ
グ入りの茶 アイスティー 植物・植物エキス又は植物発酵エキスを含有する茶 茶の浸
【05】サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント，動
物エキスを主原料とするサプリメント，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする
サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒
状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・
錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・
ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エキスを主原
料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カ
プレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・
液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠
剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビ
スケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，栄養補助食品，栄
養補給剤，栄養補強剤，栄養補給用ドリンク剤，食物繊維，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養
強壮変質剤，カルシウム剤，生薬，食品強化剤，医療用食品添加剤，食餌療法用の食品
調製剤，医療用栄養添加剤，薬剤（農薬に当たるものを除く。），医薬用化学剤，化学的製
剤，動物用薬剤，食餌療法用飲料，食事療法用食品，乳児用飲料，乳児用食品，乳児用
【05】サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とするサプリメント，動
物エキスを主原料とするサプリメント，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする
サプリメント，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料とする粉末状・粒状・顆粒
状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・
錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・
ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，動物エキスを主原
料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カ
プレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼ
リー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状
の加工食品，青汁・漢方生薬・食物繊維又は海草を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・
液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠
剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビ
スケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，栄養補助食品，栄
養補給剤，栄養補強剤，栄養補給用ドリンク剤，食物繊維，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養
強壮変質剤，カルシウム剤，生薬，食品強化剤，医療用食品添加剤，食餌療法用の食品
調製剤，医療用栄養添加剤，薬剤（農薬に当たるものを除く。），医薬用化学剤，化学的製
剤，動物用薬剤，食餌療法用飲料，食事療法用食品，乳児用飲料，乳児用食品，乳児用
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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

09,14,16,18,24,25,2 【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電気通信機械器具，
携帯電話機用ストラップ，眼鏡，レコード，インターネットを利用して受信し、及び保存する
6,35

30

￠ＣＯＭＭＥ ＣＡ ＣＯＮＴＥＭＰ
通常
ＯＲＡＲＹ

31

ナノアイ

通常:
標準

2012/10/1 2012-079316 株式会社ファイブ・フォックス

05
2012/10/1 2012-079317 ロート製薬株式会社
03

32

33

34

ＭＡＹＵ ＣＯＬＬＡＧＥ＼マユ コ
通常
ラージュ

ＣＨＯＮＤＲＯＺＥＲＩＡ

ＺＥＲＩＡ

通常

通常

2012/10/1 2012-079330

株式会社ジェイファムコーポレーショ
ン

ことができる音楽ファイル，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，イ
ンターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオ
ディスク及びビデオテープ，電子出版物
【14】キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝
玉の模造品，貴金属製靴飾り，時計
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，衛生手ふき，紙製タオル，
紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，写真，写
真立て
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，皮革
【24】布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物
製テーブルナプキン，ふきん，織物製トイレットシートカバー，織物製椅子カバー，織物製
壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，布製ラベル
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【26】テープ，リボン，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱，衣服用
き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バック
ル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭
飾品，ボタン類，造花，靴飾り（貴金属製のものを除く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用
金具
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，乳幼児用粉乳，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
【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛，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

05,32

【05】薬剤，滋養強壮変質剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】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

05,32

【05】薬剤，滋養強壮変質剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】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

2012/10/1 2012-079336 ゼリア新薬工業株式会社

2012/10/1 2012-079337 ゼリア新薬工業株式会社

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

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

10／40

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03,12,14,16,18,20,2 【03】靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類
1,25,28,35,36,39,41, 【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
附属品，乳母車，手押し車，車イス，乗物用盗難警報機，タイヤ
43,44,45
【14】キーホルダー，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，宝石箱，記念カップ，記念

35

ＰＡＶＡＲＩＥ

通常

2012/10/1 2012-079341 西日本高速道路株式会社

03,05,30
36

カテキシリ

通常

2012/10/1 2012-079352 斉藤 欽也

16,35

37

こうが＼高雅

通常

2012/10/1 2012-079419 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/

たて，身飾品，貴金属製靴飾り
【16】紙製包装用容器，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，紙製テーブルクロス，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧品道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，革ひも
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，
うちわ，せんす，買物かご，家具，額縁，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，木製彫刻
【21】ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式のものを除
く。），鉄瓶，やかん，食器類，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡だて
器，こし器，こしょう入れ，砂糖入れ，塩振り出し容器，卵立て，ナプキンホルダー，ナプキ
ンリング，盆，ようじ入れ，ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこ
しょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り分け用へら，な
べ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッ
フル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，花瓶，水盤，風鈴，化粧用
具
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【28】運動用具，おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さ
いころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用
具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用用具，釣り具，昆虫採集用具
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事
業の管理，建築物における来訪者の受付及び案内，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
【03】家庭用脱脂剤，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨
き，化粧品，香料，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，医薬用トローチ，歯科用材料，サプリメント，カテキンを主成分とする粉末状・顆
粒状・錠剤状・液状・カプセル状・ペースト状の加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用
食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除
く。），乳幼児用粉乳
【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，チョコレート，グミ菓子，のど飴，調味料，穀物の加工品，即席
菓子のもと
食用グルテン
【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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

38

39

40

41

商標（見本）

商標

種別

§ＭＤ水＼Ｍｅｄｉｃａｌ Ｄｒ’ｓ Ｈｙ
通常
ｄｒｏｇｅｎ Ｗａｔｅｒ

ロサル・ＨＣＴＺ＼ＬＯＳＡＲ・ＨＣ
通常
ＴＺ

ロサル／ＨＣＴＺ＼ＬＯＳＡＲ／Ｈ
通常
ＣＴＺ

キョーリン製薬グループ工場

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
【01】化学品
【05】薬剤，サプリメント
【32】飲料用水素還元水，飲料水
【40】除染

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

03,05,10,40,42

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
薫料
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，乳児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用
飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，人工鼓膜用材料，
補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），睡眠用耳栓，防音用耳栓，医療用機械器
具，医療用手袋，耳かき
【40】受託による医薬品・化学品・化粧品の製造，食料品の加工，浄水処理，食料加工用
又は飲料加工用の機械器具の貸与，浄水装置の貸与，化学機械器具の貸与，ガラス器
製造機械の貸与
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
薫料
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，乳児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用
飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，人工鼓膜用材料，
補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），睡眠用耳栓，防音用耳栓，医療用機械器
具，医療用手袋，耳かき
【40】受託による医薬品・化学品・化粧品の製造，食料品の加工，浄水処理，食料加工用
又は飲料加工用の機械器具の貸与，浄水装置の貸与，化学機械器具の貸与，ガラス器
製造機械の貸与

2012/10/1 2012-079426 株式会社ＳＡＮＮＯ

2012/10/2 2012-079447 大原薬品工業株式会社

2012/10/2 2012-079448 大原薬品工業株式会社

2012/10/2 2012-079455 杏林製薬株式会社

03,05,10,40,42

42

ＫＹＯＲＩＮ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ
Ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓ

通常

指定商品・役務

01,05,32,40

2012/10/2 2012-079456 杏林製薬株式会社

※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）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03,05,06,08,09,12,1 【03】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，せっ
4,15,16,18,20,21,24, けん類，歯磨き，化粧品，香料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや
25,26,27,28,29,30,3 出し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
2,35,41,42
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，

43

ドキドキ！プリキュア

通常:
標準

2012/10/2 2012-079491 東映アニメーション株式会社

05,09,10,41,42,44

44

ｉｉ∞ｉｉ∞イナビル

通常

2012/10/2 2012-079505 第一三共株式会社

※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/

ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，
乳児用粉乳，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製金具，金属製包装用容器，金属製の
ネームプレート及び標札，金属製帽子掛けかぎ，金属製工具箱，金属製彫刻
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），手動利器，手動工具，エッ
グスライサー（電気式のものを除く。），かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り
器，スプーン，チーズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除
く。），フォーク，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，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル
【09】業務用テレビゲーム機用プログラム，携帯電話用ストラップ，その他の電気通信機械
器具，コンピュータ用ゲームプログラム，移動体電話機用ゲームプログラム，ダウンロード
可能なゲームプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレ
ビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回
路及びＣＤ－ＲＯＭ，運動用保護ヘルメット，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保存することができる画像
ファイル，インターネットを利用して受信し保存することができる動画ファイル，録画済みビ
デオディスク及びビデオテープ，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
【12】船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並
びにその部品及び附属品 自動車並びにその部品及び附属品 二輪自動車・自転車並
【05】インフルエンザ治療用薬剤，インフルエンザワクチン，薬剤，医療用油紙，衛生マス
ク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【09】コンピュータプログラム，電子応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲーム機用
プログラム，携帯電話用ストラップ，携帯電話用クリーナー付きストラップ，携帯電話機用
ホルダー，デジタルカメラ，デジタルカメラ用ストラップ，デジタルカメラ用ケース，メガホン
（拡声器），電気通信機械器具，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・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光
磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記憶媒体，インターネットを利用して受信し、及び保
存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，録音済み磁
気式又は光学式の記録媒体，レコード，インターネットを利用して受信し、及び保存するこ
とができる音楽ファイル，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動画
ファイル，電子出版物
【10】吸入器，医療用機械器具，業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器，お
しゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳
首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，人工鼓膜用材料，補綴
充てん用材料（歯科用のものを除く。），睡眠用耳栓，防音用耳栓，医療用手袋
【41】薬剤の吸入方法に関する知識の教授，医学・食事・栄養・健康・病気の予防に関する
知識の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，医学・食事・栄養・健康・病気の予
防に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与，医学・食事・栄養・健康・病気
の予防に関するセミナーの企画・運営又は開催，その他のセミナーの企画・運営又は開
催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍・雑誌・電子出版物の
企画及び制作 インターネットを利用した医学・食事・栄養・健康・病気の予防に関する教
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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
05,09,10,41,42,44

45

イナビル＼吸入ガイド！∞ｉｉ∞ｉｉ 通常

46

イビＱ

47

ＳＨＩＮＯＢＡＺＵ

48

ＳＥＣＯＮＤ－ＣＨＡＮＣＥ

49

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

ＯＤＡＫＹＵ Ｅｃｏ‐Ｆｒｉｅｎｄｌｙ＼Ｇ
ＯＯＤ！＼グッと！く～る＼ＣＯ 通常
ＯＬ

05
05

【05】薬剤，サプリメント，食事療法用飲料，食事療法用食品

05

【05】体液分析をするための医療診断用試薬，その他の薬剤

35

【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，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

2012/10/2 2012-079506 第一三共株式会社

2012/10/2 2012-079507 株式会社薬研
2012/10/2 2012-079508 株式会社薬研
2012/10/2 2012-079517 バイエル・ヘルスケア・エルエルシー

2012/10/2 2012-079526 株式会社小田急百貨店

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

指定商品・役務
【05】インフルエンザ治療用薬剤，インフルエンザワクチン，薬剤，医療用油紙，衛生マス
ク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキ
ン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【09】コンピュータプログラム，電子応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲーム機用
プログラム，携帯電話用ストラップ，携帯電話用クリーナー付きストラップ，携帯電話機用
ホルダー，デジタルカメラ，デジタルカメラ用ストラップ，デジタルカメラ用ケース，メガホン
（拡声器），電気通信機械器具，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・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光
磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記憶媒体，インターネットを利用して受信し、及び保
存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，録音済み磁
気式又は光学式の記録媒体，レコード，インターネットを利用して受信し、及び保存するこ
とができる音楽ファイル，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動画
ファイル，電子出版物
【10】吸入器，医療用機械器具，業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器，お
しゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳
首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，人工鼓膜用材料，補綴
充てん用材料（歯科用のものを除く。），睡眠用耳栓，防音用耳栓，医療用手袋
【41】薬剤の吸入方法に関する知識の教授，医学・食事・栄養・健康・病気の予防に関する
知識の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，医学・食事・栄養・健康・病気の予
防に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与，医学・食事・栄養・健康・病気
の予防に関するセミナーの企画・運営又は開催，その他のセミナーの企画・運営又は開
催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍・雑誌・電子出版物の
企画及び制作 インターネットを利用した医学・食事・栄養・健康・病気の予防に関する教
【05】薬剤，サプリメント，食事療法用飲料，食事療法用食品

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）2012.09.30～2012.10.06.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

50

ＯＤＡＫＹＵ Ｅｃｏ‐Ｆｒｉｅｎｄｌｙ＼
グッと！＼ＧＯＯＤ！＼ホッと＼ 通常
ＨＯＴ

2012/10/2 2012-079527 株式会社小田急百貨店

05
51

ＡＳＡＨＩ ＫＡＳＥＩ

通常

2012/10/2 2012-079586 旭化成株式会社

05
52

ＡｓａｈｉＫＡＳＥＩ

通常

2012/10/2 2012-079587 旭化成株式会社

※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，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供 台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は
【05】診断用薬剤及び試薬，体外診断用薬剤及び試薬，体外診断用薬剤キット及び試薬
キット，薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理
帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯
液，胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食
品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）

【05】診断用薬剤及び試薬，体外診断用薬剤及び試薬，体外診断用薬剤キット及び試薬
キット，おむつ，おむつカバー，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児
用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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

16,35,36,37,38,39,4 【16】新聞，雑誌，その他の印刷物，文房具類，書画，写真，写真立て
【35】広告業，広告に関する情報の提供，ウェブサイト上の広告スペースの貸与，経営の
0,41,42,43,44,45

53

オリコンＣＳランキング

54

Ｑｕｎｅｌ

55

美チョコラ

56

57

58

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準

ヘルシーエナジードリンク＼ｈｅ
通常
ａｌｔｈｙ ｅｎｅｒｇｙ ｄｒｉｎｋ

美の秘訣は４くびれ

ケア＼しあげ ＣＡＲＥ

通常

通常

2012/10/2 2012-079600 オリコン株式会社

2012/10/2 2012-079652 ベアトリクス株式会社
2012/10/2 2012-079666

03

エーザイ・アール・アンド・ディー・マネ 05,32
ジメント株式会社
05,32

診断又は経営に関する助言，商品の販売に関する情報の提供，商品の価格・販売店舗に
関する情報の提供，商品の売り上げランキング情報の提供，商品又は店舗の売り上げラ
ンキング又は人気ランキングに関する情報の提供，人材の紹介に関する情報の提供，人
材の派遣に関する情報の提供，家庭教師の派遣に関する情報の提供，家庭教師の紹介
に関する情報の提供，職業のあっせんに関する情報の提供，インターネットを利用した
オークションに関する情報の提供，求人情報の提供及びこれに関する情報の提供，中古
自動車の買い取りに関する情報の提供，貴金属・宝飾品の買い取りに関する情報の提
供，ポイントカード・クーポン券の発行に関する情報の提供，財務書類の作成又は監査若
しくは証明に関する情報の提供，新聞記事情報の提供
【36】金融に関する情報の提供，外国為替取引に関する情報の提供，インターネットを利
用した有価証券の売買に関する情報の提供，資金の貸付け又は手形の割引に関する情
報の提供，住宅購入のための資金の貸付けに関する情報の提供，不動産投資信託に関
する情報の提供，商品代金の徴収の代行及びこれに関する情報の提供，保険に関する
情報の提供，生命保険の引受けに関する情報の提供，損害保険の引受けに関する情報
の提供，自動車保険・自動二輪車保険の引受けに関する情報の提供，医療保険の引受
けに関する情報の提供，旅行傷害保険の引受けに関する情報の提供，ゴルファー保険の
引受けに関する情報の提供，ペット保険に関する情報の提供，建物・土地又はマンション
の貸与に関する情報の提供，建物又は土地の情報の提供，企業の信用に関する調査に
関する情報の提供，税務代理又は税務相談に関する情報の提供，インターネットを利用し
た銀行業務に関する情報の提供
【37】建設工事に関する情報の提供，リフォーム工事に関する情報の提供，自転車の修理
に関する情報の提供，自動車の修理又は整備に関する情報の提供，二輪自動車の修理
又は整備に関する情報の提供 電子応用機械器具の修理又は保守に関する情報の提
【03】愛玩動物用化粧品，愛玩動物用クリーム状化粧品，愛玩動物用シャンプー，愛玩動
物用歯磨き，動物用防臭剤
【05】薬剤，サプリメント
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

2012/10/2 2012-079694 株式会社 資生堂

03,05,21,32

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き
【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。）
【21】化粧用具
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

35

【35】広告，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，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

2012/10/2 2012-079696 株式会社 資生堂

2012/10/2 2012-079707 小柳 巖

※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）2012.09.30～2012.10.06.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

59

§Ｂ∞Ｂｅｎｅｆｉｔ ｏｎｅ＼Ｈｅａｌｔｈ
通常
ｃａｒｅ

2012/10/2 2012-079721 株式会社ベネフィット・ワン

05,07,09,16,29,30,3
1,32,33,35,37,43

60

§おいしい「！」がある＼ｐｏｋｋａ
通常
ｓａｐｐｏｒｏ

61

プルクルプラセンタ

通常:
標準

2012/10/2 2012-079862

株式会社ポッカコーポレーション
サッポロ飲料株式会社

2012/10/2 2012-079878 株式会社Ｉ．Ｂ．Ｃ

05
01,05

62

§Ｈ∞Ｓ∞函館酸素

通常

2012/10/3 2012-079915 函館酸素株式会社

※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，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
【07】金属加工機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，食料加工用又
は飲料加工用の機械器具，包装用機械器具，自動販売機，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及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交
流発電機，直流発電機
【09】オゾン発生器，電解槽，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，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，電気磁気測定器，電
子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，文房具類，印刷物
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷
凍果実，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，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆，食用たんぱく
【30】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，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅ
う，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，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，パ
スタソース，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン，食用粉類
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこ
し 飼料用たんぱく 飼料 種子類 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木 花 牧草 盆
【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。）
【01】化学品
【05】薬剤
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

63

64

商標（見本）

商標

種別

レジェンド シーシーエー シ
リーズ＼ＬＥＧＥＮＤ Ｃ・Ｃ・Ａ Ｓ 通常
ＥＲＩＥＳ

ピーエーネオプラス＼ＰＡネオプ
通常
ラス

65

§しずくこう＼滴香∞ふうわり

66

ペレビアンカ

67

チュエベル

68

アンベリー

分割

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03,05,32

【03】つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，乳児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品
【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

05

【05】薬剤，消毒剤

03,05

【03】スプレー式口臭用消臭芳香剤，スプレー式体臭用消臭芳香剤，スプレー式動物用消
臭芳香剤，その他の消臭芳香剤，香料，薫料
【05】スプレー式消臭芳香剤（工業用身体用を除く），室内用消臭芳香剤，空気清浄剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

2012/10/3 2012-079967 エイボン・プロダクツ株式会社

2012/10/3 2012-079972 株式会社東和コーポレーション

2012/10/3 2012-080021 株式会社アクト・フォ

2012/10/3 2012-080022 日本ビタミン化学株式会社
2012/10/3 2012-080023 日本ビタミン化学株式会社
2012/10/3 2012-080024 日本ビタミン化学株式会社

03,05,09,35,40,41,4 【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き
【05】診断用薬剤，薬剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，医療用油紙，
2,44,45

69

§ｍ∞ＰＨＶＣ＼Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｈｅ
通常
ａｌｔｈ Ｖａｌｕｅ Ｃｒｅａｔｏｒ

2012/10/3 2012-080026 シミックホールディングス株式会社

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

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

衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用
ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材
料，おしめ，人工受精用精液
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物，臨床試験に関
するデータマネジメント用コンピュータプログラムが記憶された電子回路・磁気ディスク・磁
気テープ・ＣＤ－ＲＯＭ・光磁気ディスクその他の記録媒体
【35】広告業，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，職業の適性検査，医師・薬剤師・看護師及び臨床検査技師のあっせん，職業の
あっせん，一般事務の代行，人材の派遣による一般事務の代行，コンピュータネットワー
クを通じての医薬品に関するデータベースの検索の代行，書類の複製，コンピュータによ
るファイルの管理，医療関連文書又は磁気テープのファイリング，人材の派遣による文書
又は磁気テープのファイリング，文書又は磁気テープのファイリング，ワードプロセッサに
よる文書の作成，人材の派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに
準ずる事務用機器の操作，電子計算機・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
【40】受託による化粧品・歯磨き・せっけん類・香料類・医薬品及び化学品の製造・加工，オ
フセット印刷，印刷，ルームクーラーの貸与，廃棄物の収集・分別及び処分，暖冷房装置
の貸与
【41】職業に関する知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授，人材の派遣によるセミ
ナーの企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及
び記録の供覧，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びス
ポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），通訳，翻訳
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらにより構成される設備の
設計 インターネットにおけるホームページの設計・作成・保守及びこれに関する助言 人
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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
05,30,32

70

スリムラッシュ

通常:
標準

05
05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05,29,30,32

【05】サプリメント，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮変質剤，細胞賦活用薬剤，薬剤，カプ
セル
【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，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，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，調味料，穀物の加工品，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

2012/10/3 2012-080038 小林製薬株式会社

03,05
71

春風夏風

通常:
標準

2012/10/3 2012-080041 アース製薬株式会社

72

ＳＵＰＲＡＴＯＮＩＣ

優先:
標準

2012/10/3 2012-080043 モンスター エナジー カンパニー

05,32
16,18,24,25,35

73

Ａｎｄｅｍｉｕ

74

キドニーシンチ

75

Ｋｉｄｎｅｙｓｃｉｎｔｉ

76

ヘパティメージ

77

Ｈｅｐａｔｉｍａｇｅ

78

ぷるぷる美源

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/10/3 2012-080049 株式会社トリニティアーツ

2012/10/3 2012-080074 日本メジフィジックス株式会社
2012/10/3 2012-080075 日本メジフィジックス株式会社
2012/10/3 2012-080076 日本メジフィジックス株式会社
2012/10/3 2012-080077 日本メジフィジックス株式会社

2012/10/3 2012-080078 株式会社ハーバー研究所

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

指定商品・役務
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌
療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，コーヒー豆，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
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，浴用化粧料，その他の化粧
品，香料，薫料，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗
濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤
【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，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。）
【05】液状の栄養補給剤，その他の栄養補給剤，その他の薬剤，サプリメント，食餌療法用
食品及び飲料
【32】アルコール分を含まない飲料
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，あて名印刷
機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ステープラ，事務用封かん
機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断
機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，装飾塗工用ブラシ，紙製包装
用容器，プラスチック製包装用袋，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラス
チック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオ
ル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（「おもちゃ」を
除く。），紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製椅子カバー，織
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，紅白幕，黒白幕，ビリヤードクロス
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，
職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読
の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる
事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプラ
イター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，自
動販売機の貸与 織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,29,30,32

79

スギノン

通常:
標準

2012/10/3 2012-080079 株式会社ハーバー研究所

80

瞭明源

通常:
標準

2012/10/3 2012-080080 株式会社ハーバー研究所

81

ファンケルハイグレードビタミン

通常:
標準

2012/10/3 2012-080088 株式会社ファンケル

82

ＡＣＴＩＭＡＢ

優先:
標準

2012/10/3 2012-080101

05,29
05

アクティニウム ファーマシューティカ 05
ルズ インコーポレイテッド
05,14,18,21,24,25,2 【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，
7

83

スーパードライ

通常:
標準

2012/10/3 2012-080109

84

Ｂｅｌｌｅ Ｃｏｅｕｒ Ｗａｔｅｒ Ｏｉｌ

通常:
標準

2012/10/3 2012-080131 株式会社 ベル・クール研究所

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

指定商品・役務
【05】サプリメント，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮変質剤，細胞賦活用薬剤，薬剤，カプ
セル
【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，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，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，調味料，穀物の加工品，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
【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，薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，
耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，
包帯，包帯液，胸当てパッド，乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児
用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【05】癌の予防及び治療用薬剤，その他の薬剤（農薬に当たるものを除く。）

アサヒグループホールディングス株
式会社

03

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

胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，
乳幼児用飲料，乳幼児用食品，乳幼児用粉乳
【14】キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝
玉の模造品，貴金属製靴飾り，時計
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【21】食器類，携帯用アイスボックス，その他の台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理
台・流し台」を除く。），ガラス製又は陶磁製の包装用容器，化粧用具，家事用手袋，清掃
用具及び洗濯用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小
鳥用水盤，愛玩動物用トイレ，愛玩動物の排泄物処理用シーツ，愛玩動物の排泄物処理
用シート・マット・砂・袋・スコップ，愛玩動物の排泄物処理用品，愛玩動物の給餌用マット，
貯金箱
【24】布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物
製トイレットシートカバー，織物製椅子カバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，ど
ん帳，のぼり及び旗（紙製のものを除く。）
【25】被服，ポロシャツ，スポーツシャツ，スウェットシャツ，トレーニングシャツ，その他のワ
イシャツ類，セーター，その他のセーター類，ジャケット，パーカ，スカート，ズボン，スウェッ
トパンツ，デニム製のズボン，ワンピース，スウェットスーツ，その他の洋服，コート，寝巻き
類，シャツ，アンダーシャツ，下着，水泳着，水泳帽，キャミソール，ティーシャツ，和服，ア
イマスク，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足
袋，足袋カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，
耳当て，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，帽子，防暑用ヘルメット，ガーター，靴
下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【27】バスマット 洗い場用マット 畳類 敷物 壁掛け（織物製のものを除く。） 人工芝 体
【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
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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
35,36,42

85

ａｗｓｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ

優先

2012/10/3 2012-080162

アマゾン テクノロジーズ インコーポ
レイテッド

03
86

ＺＡＨＹＵ＼ザヒュー

通常

2012/10/3 2012-080253 金 貞順

87

薬用育毛剤ＩＮＧ

通常:
標準

2012/10/3 2012-080270 株式会社イマジンコーポレーション

88

89

90

ジュエルジュエラ＼ＪＥＷＥＬ Ｊ
通常
ＯＵＥＲ

アクアシャボン＼ＡＱＵＡ ＳＡＶ
通常
ＯＮ

サン・ワールド＼ＳＵＮ・ＷＯＲＬ
通常
Ｄ

05

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

05,32

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食
品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

05,32

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食
品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

05

【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

2012/10/4 2012-080284 株式会社ウエニ貿易

2012/10/4 2012-080285 株式会社ウエニ貿易

2012/10/4 2012-080313 株式会社 サン・ワールド

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

指定商品・役務
【35】オンラインによる小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
コンピュータによるオンラインでのソフトウェアソリューションのオーダリングの提供，アマゾ
ンウェブサービスプラットフォーム上で即座に利用可能なウェブサーバー・データベースフ
レームワーク・テスティングフレームワーク・開発スタック・あらゆる展開環境を可能とする
コンピュータアプリケーションコンテナ・問題追跡及びプロジェクト管理用コンピュータソフト
ウェアを含むソフトウェア開発アプリケーション・ソフトウェアの設計及びマルチメディア管
理の開発及び大規模データ分析をサポートする試験済み又は設定済みのソフトウェア及
びソフトウェアコンポーネントの束から成るクイックスタートテンプレートから成るクラウドコ
ンピューティングコンポーネント・ツール及びコンピュータソフトウェアコンポーネント・ツール
のオーダリングの提供，オンラインにおける商業に関する情報ディレクトリの提供，グロー
バルコンピューターネットワークを通じて行うソフトウェアソリューションの分野における検
索可能なデータベースの提供，オンラインにおける電子コミュニケーションネットワークを
通じて行う広告物の配布，その他の広告業，オンラインベンダーの商品及び役務に関する
検索可能なオンライン広告ガイドの提供，データベースの管理
【36】電子商取引決済，インターネットで購入する商品及び役務に使用される資金供給済
み口座の開設，金融取引サービス，インターネット若しくはコンピュータ又はコミュニケー
ションネットワークを用いて行う安全な商取引及び支払いオプションの提供
【42】アプリケーションサービスプロバイダー，電子商取引・オンライン決済・オーダー
キュー・ウェブサイトの設計・データ蓄積・共有コンピュータの容量スケーリング・メッセージ
サービスの分野におけるコンピュータアプリケーション・コンピュータソフトウェア・ウェブサ
イト・データベースの提供・ホスティング・管理・設計・作成・開発・保守，電子計算機用プロ
グラムの設計・作成又は保守 電子計算機用プログラムの提供 ウェブサイトのホスティン
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，化粧品，香料，つけづめ，つけまつ毛
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03,16

91

92

93

94

95

ＡＣＮＥ ＳＴＵＤＩＯＳ

アクイラ＼ブライトニング

ＡＱＵＩＬＡ＼ＢＲＩＧＨＴＥＮＩＮＧ

優先:
標準

通常

通常

§あなたの、健康のそばに。＼
通常
大正製薬

ライフ＼ｌｉｆｅ

通常

96

レインボーミント＼ＲＡＩＮＢＯＷ
通常
ＭＩＮＴ

97

通常:
標準

05

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむ
つ，おむつカバー，サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料

05

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむ
つ，おむつカバー

03,30

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
薫料
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハン
バーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，みそ，ウースターソース，グレービー
ソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソー
ス，マヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶ
どう糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，うま味調味料，香辛
料
アイスクリ ムのもと シ
ベ トのもと 即席菓子のもと
【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
菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと，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，調味料，穀物の加工品，イーストパウダー，こうじ，酵母，
【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
菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと，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，調味料，穀物の加工品，イーストパウダー，こうじ，酵母，

2012/10/4 2012-080344 アクネ スタジオス アクチェボラーグ

2012/10/4 2012-080346 大正製薬株式会社

2012/10/4 2012-080347 大正製薬株式会社

2012/10/4 2012-080348 大正製薬株式会社

2012/10/4 2012-080349 大正製薬株式会社

2012/10/4 2012-080358 高砂香料工業株式会社

05,29,30
こつこつカルマグ

2012/10/4 2012-080359 株式会社ハーバー研究所
05,29,30

98

すっきり爽春

通常:
標準

指定商品・役務
【03】香水類，オーデコロン，防臭剤，化粧品，香料，薫料，せっけん類，バスオイル，スキ
ンケア用ローション，アフターシェーブ，ドライフラワー（ポプリ）
【16】紙類・厚紙及びこれらを材料とする商品，出版物，印刷物，書籍，新聞，雑誌，製本
用材料，雑誌カバー，カード，ノートブック紙，紙製シート，封筒，画用紙帳，便せん，メモ
帳，習字帳又はデッサン帳，ノートブック，日記帳，ペーパーアーカイブ，ルーズリーフ式バ
インダー，レジスター，索引用カード，アドレス帳，スクラップブック，紙製又は厚紙製の
キャビネット，ペン，鉛筆，筆記用具，筆立て，筆箱，鉛筆の芯，インクカ－トリッジ，年鑑，
カレンダー，便せん，鉛筆削り，パンチ，ステープラ，定規，パッキングペーパー，アルバ
ム，書類トレー，状差し，文鎮，ペーパーナイフ，ちりかご，事務用品（家具を除く。），靴
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。）

2012/10/4 2012-080360 株式会社ハーバー研究所

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.
99
100

商標（見本）

商標
ノイアクセル
ＮＥＵＡＣＣＥＬ

種別
通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/10/4 2012-080362 日生研株式会社
2012/10/4 2012-080363 日生研株式会社

101

図形商標

通常

2012/10/4 2012-080365 株式会社セイコーマート

102

元気にセサミン

通常:
標準

2012/10/4 2012-080369 エイボン・プロダクツ株式会社

103

104

105

ふんわり和む

桜ひらり

桜日和＼さくらびより

通常

通常

通常

区分

指定商品・役務

05

【05】動物用ワクチン，その他の動物用薬剤，その他の薬剤，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。）

05

【05】動物用ワクチン，その他の動物用薬剤，その他の薬剤，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。）

35

05

【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，
ホテルの事業の管理，トレーディングスタンプの発行，衣料品・飲食料品及び生活用品に
係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛
乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果
実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー
及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食
料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気
機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 手動利
【05】薬剤，乳児用粉乳，サプリメント，ごまの抽出物を主成分とする錠剤状・カプセル状・
チュアブル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状のサプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法
用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

【05】薬剤

05

2012/10/4 2012-080376 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/10/4 2012-080377 クラシエホームプロダクツ株式会社

2012/10/4 2012-080381 クラシエホームプロダクツ株式会社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

106

商標（見本）

商標

桜ひらひら

種別

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

16,35,42

【16】ギフト用カタログ
【35】インターネット又はカタログを利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ，織物及び
寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野
菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及
びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 台所用品・清掃用
【05】薬剤，サプリメント
【29】豆乳，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】菓子，パン，茶，コーヒー，ココア
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

2012/10/4 2012-080382 クラシエホームプロダクツ株式会社

107

ソーシャル・ギフト・サービス

通常:
標準

2012/10/4 2012-080405 株式会社ノバレーゼ

108

ソイスチャー

通常:
標準

2012/10/4 2012-080413 株式会社ノエビア

05,29,30,32

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03,04,05,08,09,10,1 【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
1,16,18,20,21,24,25, 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
28,29,30,31,32,33,3 用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，薫料，つけづ
め，つけまつ毛
5,41,42,43,44
【04】燃料，ろうそく

109

スマート＼キッチン

通常

2012/10/4 2012-080415 株式会社ローソン

110

乾燥バスターズ

通常:
標準

2012/10/4 2012-080418 株式会社千趣会

111

モアエナジー

通常:
標準

2012/10/4 2012-080423 興和株式会社

112

血流暖暖

通常:
標準

2012/10/4 2012-080424 興和株式会社

03,05
05
05
01,05,35

113

ウィズット

通常:
標準

2012/10/4 2012-080425 住友化学園芸株式会社

114

ビタミンエナジー

通常:
標準

2012/10/4 2012-080443 株式会社ヤクルト本社

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

05,32
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【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，防虫紙，乳幼児用粉乳，サプリメント，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品
【08】ピンセット，手動利器，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，パレットナイフ
【09】救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，保安用ヘルメット，写
真機械器具，測定機械器具，電池，眼鏡，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
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，耳かき
【11】乾燥装置，牛乳殺菌機，製パン機，冷凍機械器具，電球類及び照明用器具，ガス湯
沸かし器，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，
家庭用食品包装フィルム，型紙，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製
手ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【20】クッション，座布団，うちわ，扇子，きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），屋内
用ブラインド すだれ 葬祭用具
【03】化粧品，せっけん類
【05】衛生マスク，衛生マスク用のシート状ウェットフィルター，薬剤（農薬に当たるものを除
く。），サプリメント
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，眼帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，眼帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【01】化学品，植物成長調整剤，肥料
【05】薬剤，ハエ取り紙，防虫紙
【35】インターネットウェブサイト・電子メールまたは商品カタログによる商品の販売に関す
る情報の提供，化学品・肥料・薬剤等の販売に関する情報の提供，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，肥料などの農耕用
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，印刷物の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【05】薬剤
【32】清涼飲料，果実飲料
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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

115

ドラッグ＼イレブン∞当日便

通常

2012/10/4 2012-080480 ＪＲ九州ドラッグイレブン株式会社

05,35
116

図形商標

通常

2012/10/4 2012-080484 株式会社アクタ

35,41,44

117

日本よもぎ蒸し協会

通常:
標準

2012/10/4 2012-080489 木村 圭井子

※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，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，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，医療用サポーター・医療用のテープ状鼻孔拡
張器具・血圧計及びその他の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，身長体重計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，衛生おしりふき・衛生てふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙
製手ふき・紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供 作業用使い捨て手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用
食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【35】薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供

【35】広告，他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理，経営の診断又は
経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，
職業のあっせん，文書又は磁気テープのファイリング，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，家庭用美容機械器具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，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，業務用美容マッサージ器の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，骨盤矯正のためのベルト式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，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，録画済みＤＶＤの小売又
は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】通訳及び翻訳並びにこれらに関する情報の提供，インターネットを利用した通訳・翻
訳に関する情報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開
催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画の上映・制作又は配
給 演芸の上演 演劇の演出又は上演 音楽の演奏 興行の企画・運営又は開催（映画・
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,35,42

118

§ＳＨＯＷＡ ＮＯＴＥ

通常

2012/10/4 2012-080649 ショウワノート株式会社

09,35,42

119

ショウワノート

通常:
標準

2012/10/4 2012-080650 ショウワノート株式会社

03,05
120

彩咲花＼さいさいか

通常

2012/10/5 2012-080661 森下仁丹株式会社

121

ｓａｉｓａｉｋａ

通常:
標準

2012/10/5 2012-080662 森下仁丹株式会社

122

移菌

通常:
標準

2012/10/5 2012-080670 ライオン株式会社

03,05

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

03

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

指定商品・役務
【09】業務用テレビゲーム機用プログラム，携帯電話用ストラップ，携帯電話用クリーナー
付きストラップ，携帯電話機用ホルダー，デジタルカメラ，デジタルカメラ用ストラップ，デジ
タルカメラ用ケース，メガホン（拡声器），電気通信機械器具，コンピュータプログラム，電
子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面
ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光
磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記憶媒体，インターネットを利用して受信し、及び保
存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，録音済み又
は録画済みの磁気式又は光学式の記録媒体，レコード，インターネットを利用して受信し、
及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、及び保存するこ
とができる動画ファイル，電子出版物，学校教育用の実験用機械器具，理化学機械器具
【35】学習帳・鉛筆・ペン・鉛筆キャップ・鉛筆ホルダー・鉛筆削り（電動式のものを除く。）・
消しゴム・筆箱・ペンケース・下敷き・スケッチブック・クレヨン・試験紙・画用紙・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，ぬり絵本・印
刷物及び電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，パズルおもちゃ・着せ替え・遊戯用カード・ぬり絵・家庭用テレビゲーム機用プログラ
ム・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，ホイッスル・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，はさみ・針類・安全鍵・鍵・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，弁当箱・弁当箱専用の
巾着・箸箱・箸・フォーク・スプーン・プラスチック製カップ・水筒・ふきん・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，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，洋
服・帽子・水泳着・水泳帽・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 ラン
【09】業務用テレビゲーム機用プログラム，携帯電話用ストラップ，携帯電話用クリーナー
付きストラップ，携帯電話機用ホルダー，デジタルカメラ，デジタルカメラ用ストラップ，デジ
タルカメラ用ケース，メガホン（拡声器），電気通信機械器具，コンピュータプログラム，電
子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面
ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光
磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記憶媒体，インターネットを利用して受信し、及び保
存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，録音済み又
は録画済みの磁気式又は光学式の記録媒体，レコード，インターネットを利用して受信し、
及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、及び保存するこ
とができる動画ファイル，電子出版物，学校教育用の実験用機械器具，理化学機械器具
【35】学習帳・鉛筆・ペン・鉛筆キャップ・鉛筆ホルダー・鉛筆削り（電動式のものを除く。）・
消しゴム・筆箱・ペンケース・下敷き・スケッチブック・クレヨン・試験紙・画用紙・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，ぬり絵本・印
刷物及び電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，パズルおもちゃ・着せ替え・遊戯用カード・ぬり絵・家庭用テレビゲーム機用プログラ
ム・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，ホイッスル・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，はさみ・針類・安全鍵・鍵・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，弁当箱・弁当箱専用の
巾着・箸箱・箸・フォーク・スプーン・プラスチック製カップ・水筒・ふきん・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，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，洋
服・帽子・水泳着・水泳帽・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 ラン
【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，薫料
【05】薬剤，サプリメント，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，
眼帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，
包帯，包帯液，胸当てパッド

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料，薫料
【05】薬剤，サプリメント，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，
眼帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，
包帯，包帯液，胸当てパッド
【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，洗濯用のり剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，薫料，芳香剤，口臭用消臭剤
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.
123

124

商標（見本）

商標
移カビ

ＳＦＫ

種別
通常:
標準

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/10/5 2012-080671 ライオン株式会社

区分

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

01,05,40

【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料，高級脂肪酸，非金属鉱物，工業用粉類，原料プ
ラスチック
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），燻蒸剤（農薬に当たるものに限る。），殺菌剤（農
薬に当たるものに限る。），殺そ剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるも
のに限る。），除草剤（農薬に当たるものに限る。），防虫剤（農薬に当たるものに限る。），
防腐剤（農薬に当たるものに限る。），はえ取り紙，防虫紙，食餌療法用飲料，食餌療法用
食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【40】医薬品・農業用化学品・化学品の製造，受託による医薬品・農業用化学品・化学品の
製造，化学品・医薬品・農業用薬剤・防疫用薬剤・医薬部外品・化粧品の製剤加工処理・
小分包装処理又は仕上包装処理，受託による化学品・医薬品・農業用薬剤・防疫用薬剤・
医薬部外品・化粧品の製剤加工処理・小分包装処理又は仕上包装処理，除染，プラス
チックの加工，竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工（「食物原材料の加
工」を除く。），浄水処理，廃棄物の再生，廃棄物の収集・分別及び処分
【35】マーケティング，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，フ
ランチャイズ店舗の事業の管理，店舗の開業・経営に関する指導及び助言，店舗運営に
関する経営の診断及び指導，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，経理事務の代行，職業のあっせん，求人情報の提供，新聞記事情
報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行，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，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，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，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，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，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，化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白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，消臭効果を有する洗濯用剤の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，化粧用綿棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，衛生器具及び装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，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，家事用手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供 おむつ・おむつカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【05】薬剤，滋養強壮ドリンク剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，
眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそ
うこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳
幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【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

2012/10/5 2012-080675 新富士化成薬株式会社

35,44

125

新成薬局

通常:
標準

2012/10/5 2012-080721 株式会社新成堂

126

ミナギルＺ

通常:
標準

2012/10/5 2012-080742 オープンアイ株式会社

05,32

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

指定商品・役務

03

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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
12,35

127

§カー良品

通常

2012/10/5 2012-080745 株式会社タクティー

35,38,39,43

128

ロクサンヨン＼６３４＼六三四

通常

2012/10/5 2012-080749

東武鉄道株式会社
東武タワースカイツリー株式会社

03
129

エムシーゼット＼ＭＣＺ

通常

コリホクス

通常:
標準

2012/10/5 2012-080774 持田製薬株式会社

05
130

指定商品・役務
【12】自動車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），
陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機，乗物用盗難警
報器
【35】自動車並びにその部品及び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，自動車用ブレーキ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，陸上の乗物用の機械要素の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，陸上の乗物用の動力機械の部品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，化学品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われ
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，工業用油及び防錆グリースの小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，香料・薫料の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，ＥＴＣ（自動料金収受システム）車載器の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，プラスチック基礎製品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，乗物の故障の
警告用の三角標識の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
乗物用盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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，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 暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
【35】トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行・管理・清算及びこれらに関する情
報の提供，トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行システムに関する調査・導入・
助言及びこれらに関する情報の提供，建築物における来訪者の受付及び案内（人材派遣
によるものを含む。），広告用具の貸与，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，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（携帯電話機用のストラップ及びネックピースを含む。）の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用
具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補
助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き
及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛

2012/10/5 2012-080781 小林製薬株式会社

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

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

【05】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，尿吸収用パッド，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，おむつ，おむつカバー，失禁用パンツ，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。）

29／40

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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

131

§えいせいコム

通常

2012/10/5 2012-080782 株式会社小出物産

01,02,05,08,09,10,1
1,12,16,17,18,19,22,
23,24,25,28

132

▲納▼米合技

通常

2012/10/5 2012-080794 東レ株式会社

133

ラクスタット

通常:
標準

2012/10/5 2012-080795 小林製薬株式会社

05

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

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

指定商品・役務
【35】クリーンルーム用キャップ・作業服・その他の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，安全靴・その他の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，異物混入防止用手首用バンド・異物混入防止用足
首用バンド・その他の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，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，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，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，台所用品・清掃用具・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，病院内で用い
る室名札・その他のネームプレート及び標札の小売，あんか・懐炉・懐炉灰・湯たんぽの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，害虫捕獲器・はえ取り
紙・ねずみ取り器・はえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，きゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，薬品を染み込ませたウエットテッシュペーパー・その他の衛生手ふき・紙製タオ
ル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき・紙製ハンカチの小売又は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，ヘッドホン型防音用耳栓の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，肩に掛止して使用する医療用腕吊下げ具の小
売又は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，芳香剤の小
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，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
【01】化学品，原料プラスチック，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），肥
料，高級脂肪酸，写真材料，試験紙
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
具，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用
又は美術用の貴金属はく及び粉
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，サプリメント，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属す
るものを除く。），人工受精用精液
【08】ピンセット，手動利器，手動工具，ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カー
ル器，マニキュアセット
【09】電池，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，眼鏡
【10】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。），業務用美
容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋
【11】暖冷房装置，汚水浄化槽，し尿処理槽，浄水装置，電球類及び照明用器具，家庭用
電熱用品類（美容用又は衛生用のものを除く。），家庭用浄水器，家庭用汚水浄化槽，家
庭用し尿処理槽，海水淡水化装置，海水淡水化及び水処理用の逆浸透膜，下水処理プ
ラント及び下水処理装置，空気調和装置用エアフィルター，自動車のエアコンディショナー
用エアフィルター
【12】船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。），航空機並びにその部
品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの
部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び付属品，陸上の乗り物用の機械要素，
自動車用プロペラシャフト，陸上の乗り物用の動力機械（その部品を除く。）
【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，家庭用食品包装
フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，紙類，文房具類，印刷物
【17】化学繊維（織物用のものを除く ） 化学繊維糸（織物用のものを除く ） 炭素繊維
【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，尿吸収用パッド，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，おむつ，おむつカバー，失禁用パンツ，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。）
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,10,42,44

日本医療機器開発機構

通常:
標準

135

アクティブアップ

通常:
標準

2012/10/5 2012-080802 森永製菓株式会社

136

ココロとカラダが動き出す

通常:
標準

2012/10/5 2012-080803 森永製菓株式会社

134

2012/10/5 2012-080801 株式会社日本医療機器開発機構

05,32

05,32

05,32
137

138

139

140

§ＵＰ

図形商標

図形商標

通常

通常

通常

ＰＨＹＴＯ＼ＡＮＤ＼ＲＯＳＥ∞ＢＥ
ＩＮＳＰＩＲＥＤ ＢＹ＼ＮＡＴＵＲＡＬ 通常
ＢＥＡＵＴＹ

2012/10/5 2012-080804 森永製菓株式会社

指定商品・役務
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，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。）
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，睡眠用
耳栓，防音用耳栓，業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ
器，医療用手袋
【42】医療用機械器具その他の機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれ
らの機械等により構成される設備の設計，医療用機械器具・医療設備に関するエンジニア
リング，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その
用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とす
る機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検
査又は研究並びにこれらに関する情報の提供，農業・畜産又は水産に関する試験・検査
又は研究並びにこれらに関する情報の提供，医療用機械器具に関する試験又は研究並
びにこれらに関する情報の提供，その他の機械器具に関する試験又は研究並びにこれら
に関する情報の提供，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，は
り 医業 健康診断 歯科医業 調剤 医療・保健衛生に関する情報の提供及びコンサル
【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
【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
【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
清飲料

05,32

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，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
清飲料

05

【05】薬剤

03,05

【03】天然のバラの香りを含む水を配合したせっけん類，天然のバラの香りを含む水を配
合した化粧品，天然のバラの香りを含む水を配合した香料，天然のバラの香りを含む水を
配合した薫料，天然のバラの香りを含む水を配合した歯磨き，天然のバラの香りを含む水
を配合した洗口液
【05】天然のバラの香りを含む水を配合した入浴剤

2012/10/5 2012-080805 森永製菓株式会社

2012/10/5 2012-080825 クラシエ製薬株式会社

2012/10/5 2012-080961 株式会社 資生堂

※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。

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）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

141

商標（見本）

商標

種別

ＰＨＹＴＯ＼ＡＮＤ＼ＲＯＳＥ∞ＢＥ
ＩＮＳＰＩＲＥＤ ＢＹ＼ＮＡＴＵＲＡＬ 通常
ＢＥＡＵＴＹ

出願日

出願番号

出願人／権利者

ＬＥ ＭＯＮＤＯＲ

通常

2012/10/5 2012-080963 株式会社 資生堂

143

ベジファースト習慣

通常:
標準

2012/10/5 2012-080980 日本ケフィア株式会社

ザンシゲン＼Ｘａｎｔｈｉｇｅｎ

通常

2012/10/5 2012-081074

03,05

【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き，洗口液
【05】入浴剤

05

【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。）

01,05

【01】海藻抽出物とザクロ種子油を主原料とする飲食品製造用の化学品，海藻抽出物とザ
クロ種子油を主原料とするサプリメント製造用の化学品，食品用抗酸化剤，老化防止剤，
食品製造用化学品，化学品，植物成長調整剤類，肥料
【05】海藻抽出物とザクロ種子油を主原料とするサプリメント，その他のサプリメント，海藻
抽出物とザクロ種子油を主原料とする食餌療法用食品・飲料・薬剤，栄養補助用飼料添
加物（薬剤に属するものを除く。），痩身用薬剤・栄養補助食品，海藻抽出物とザクロ種子
油を主原料とするカプセル状・錠剤状・顆粒状・粉状・液状の医療用栄養補助剤・医療用
栄養補給剤，薬剤
【20】家具，カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，木製の包装用容器，竹製
の包装用容器，コルク製栓，クッション，まくら，マットレス，買い物かご，額縁，植物の茎支
持具，盆（金属製のものを除く。），つい立て，ハンガーボード
【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，キーホルダーの小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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（「清涼飲料，果実飲料」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，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，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，測定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，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

ポリフェノール ナチュラレス エセ．
エレ

20,35

145

ＬＯＵＮＧＥ ｂｙ Ｆｒａｎｃｆｒａｎｃ

通常:
標準

2012/10/5 2012-081095

※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】天然のバラの香りを含む水を配合したせっけん類，天然のバラの香りを含む水を配
合した化粧品，天然のバラの香りを含む水を配合した香料，天然のバラの香りを含む水を
配合した薫料，天然のバラの香りを含む水を配合した歯磨き，天然のバラの香りを含む水
を配合した洗口液
【05】天然のバラの香りを含む水を配合した入浴剤

2012/10/5 2012-080962 株式会社 資生堂

142

144

区分
03,05

バルス インターナショナル リミテッ
ド

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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
20,35

バルス インターナショナル リミテッ
ド

146

ＬＯＵＮＧＥ

通常

2012/10/5 2012-081096

147

Ｄ．Ｓｐｌａｓｈ Ｌａ Ｂｅｌｌａ

通常:
標準

2012/10/5 2012-081106 株式会社アーク

03
03,05

148

Ｆｅ－ａｃｔｉｏｎ

通常

2012/10/1 2012-082730 キレス 啓子

149

ディーディー注射用水

通常:
標準

2012/10/2 2012-083139

※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。

株式会社インターナショナルサイエン 05,44
ティフィック

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

指定商品・役務
【20】家具，カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，木製の包装用容器，竹製
の包装用容器，コルク製栓，クッション，まくら，マットレス，買い物かご，額縁，植物の茎支
持具，盆（金属製のものを除く。），つい立て，ハンガーボード
【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，キーホルダーの小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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（「清涼飲料，果実飲料」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，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，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，測定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，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
【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
め，つけまつ毛
【03】口臭用消臭剤，家畜・動物・ペット用消臭剤，身体用消臭剤
【05】消臭剤（工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。）

【05】薬剤
【44】美容，医業，医療情報の提供，歯科医業，調剤，動物の治療，動物の美容
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,03,05,08,10,11,2 【01】化学品，化粧品の原料として用いる聖徳石の抽出物，非鉄金属，非金属鉱物，化粧
1,30,32,35,41,42,44 品の原料として用いる聖徳石，人工甘味料，工業用粉類

150

ＩＯＮＡ

通常

2012/10/1 2012-083164 イオナインターナショナル株式会社

151

ラクペタス

通常:
標準

2012/10/1 2012-083170 東光薬品工業株式会社

152

サリペタス

通常:
標準

2012/10/1 2012-083172 東光薬品工業株式会社

05

05

35

153

手の物語

通常:
標準

2012/10/1 2012-083175 手の物語有限会社

01,05

154

パナラウムケア

通常:
標準

2012/10/3 2012-083644 国際衛生株式会社

155

ティム

通常:
標準

2012/10/3 2012-083645 花田 義和

01,05,40

※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】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫
料，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤，滋養強壮変質剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼
帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそう
こう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，サプリメント
【08】電気アイロン，電気式及び非電気式脱毛器具，電気かみそり及び電気バリカン，ひ
げそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュアセット
【10】業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器，家庭用高周
波美容マッサージ器，家庭用美容マッサージ器，家庭用超音波式美容マッサージ器，業
務用超音波式美容マッサージ器，医療用手袋，耳かき
【11】美容院用又は理髪店用の機械器具（「椅子」を除く。），美容院用頭髪乾燥機，業務
用脱毛機，家庭用電気式美容機械器具
【21】ガラス製包装用容器，香炉，化粧用具，手動式美容用ローラー
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，穀物の加工品，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済
みの大麦，食用粉類，食用ローヤルゼリー，はちみつ
【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
【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，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，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，化粧
品・歯磨き及びせっけんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，美容に関する知識の教授，栄養及び健康に関する
知識の教授，健康器具・健康食品又は栄養補助食品に関する知識の教授，セミナーの企
画・運営又は開催，エステティックに関するセミナーの企画・開催，美容・理容に関するセミ
ナーの企画・運営又は開催
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究 機械器具に関する試験又は研究
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用
食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用
食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，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，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，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
【01】工業用除菌剤，工業用消臭剤，その他の化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭
用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥料，陶磁器用釉薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，
非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチッ
ク，パルプ
【05】空気消臭剤，殺菌剤及び消毒剤，除菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く。），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，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
【01】吸着材、脱色剤、漂白剤、防かび剤、セメント混合剤、土壌安定剤、土壌改良剤、天
然肥料、海産肥料、配合肥料、植物育成剤、発芽抑制剤、鉱物製の植物育成用人工土
壌、
【05】殺菌剤、防腐剤、
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商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,36,37,42

ご存知ですか？

通常:
標準

メディアクア

通常:
標準

158

デオッジ

通常:
標準

2012/10/5 2012-084418 株式会社石澤研究所

159

ティム

通常:
標準

2012/10/5 2012-084443 花田 義和

156

2012/10/2 2012-083667 株式会社ブレーン・ストーミング社

03,05
157

2012/10/4 2012-084048 株式会社コンフォートジャパン
03,05

01,05,31,40

03,05
160

柑∞ＫＡＮ∞気∞ＫＩ∞楼∞ＲＯ
通常
Ｕ

2012/10/5 2012-084889 株式会社メディア・プライス

※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。
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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
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
【36】建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，土地の売買，土地の売買の代理又は媒
介 建物又は土地の情報の提供
【03】除菌効果を有する便座用洗浄剤，除菌効果を有する浴室用洗浄剤，身体用消臭剤，
身体用消臭化粧品，せっけん
【05】除菌剤（工業用及び洗濯用のものを除く。），おむつ用消臭剤，靴用消臭剤，布団用
消臭剤，カビ臭消臭剤，スプレー式室内消臭剤，タバコ臭消臭剤，トイレ用消臭剤，パチン
コホール用消臭剤，ペット用消臭剤，空気消臭剤，生ゴミ臭消臭剤，被服用消臭剤，病院
用消臭剤，除菌効果を有する洗浄剤（洗濯用及び製造工程用のものを除く。）
【03】せっけん類，香料，薫料，化粧品，身体用消臭剤，スプレー式身体用消臭剤，口臭用
消臭剤，液状の身体用消臭剤，消臭剤入り芳香剤，足の臭いその他の体臭消臭剤，身体
洗浄剤
【05】消臭剤（工業用のもの及び身体用のものを除く。），芳香消臭剤（工業用のもの及び
身体用のものを除く。），くつ用消臭剤，スプレー式室内消臭剤，タバコ臭消臭剤，ペット臭
【01】吸着材，脱色剤，漂白剤，防かび剤，セメント混合剤，土壌安定剤，土壌改良剤，天
然肥料，海産肥料，配合肥料，植物育成剤，発芽抑制剤，鉱物製の植物育成用人工土壌
【05】殺菌剤，防腐剤
【31】合成飼料，混合飼料，配合飼料
【40】浄水処理，染色処理，漂白処理，放射線の除洗
【03】頭髪用化粧品，その他の化粧品，せっけん類，香料，かつら装着用接着剤，つけま
つ毛用接着剤
【05】育毛剤，毛髪用剤，皮膚軟化剤，その他の薬剤（農薬に当るものを除く）
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,43

161

美しく元気な日本＼Ｆｉｎｅ ｂｅａｕ
通常
ｔｉｆｌ ｊａｐａｎ

2012/10/6 2012-084890 星 孝一

35,43

162

「美肌快調」ウェストクィ～ン

通常

2012/10/6 2012-084891 星 孝一

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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指定商品・役務
【35】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
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
の作成又は監査若しく情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，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，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・手動工具の小売又は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，３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
【35】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
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
の作成又は監査若しくは証明，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，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・手動工具の小売又は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，３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

36／40

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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
35,43

163

§元気ホルモン＼たくましい男 通常

2012/10/6 2012-084892 星 孝一

35,43

164

§うまい ばかり じゃない∞元
祖印＼美味しいだけ じゃない 通常
パワー

165

柑気楼

通常:
標準

2012/10/6 2012-084893 星 孝一

03,05,25
2012/10/5 2012-084907 株式会社メディア・プライス
05

166

柑∞ＫＡＮ＼気＼ＫＩ＼楼＼ＲＯ
通常
Ｕ＼健露＼［ｋｅｎｒｏ］

2012/10/5 2012-084909 株式会社メディア・プライス

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

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

指定商品・役務
【35】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
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
の作成又は監査若しくは証明，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，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・手動工具の小売又は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】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
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
の作成又は監査若しくは証明，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，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・手動工具の小売又は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
【03】頭髪用化粧品，その他の化粧品，せっけん類，香料，かつら装着用接着剤，つけま
つ毛用接着剤
【05】育毛剤，毛髪用剤，皮膚軟化剤，その他の薬剤（農薬に当るものを除く）
【25】シャワーキャップ，ナイトキャップ，バスキャップ，ヘアキャップ，レインキャップ
【05】育毛剤，毛髪用剤，皮膚軟化剤，その他の薬剤（農薬に当るものを除く）
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.
167

168

商標（見本）

商標
柑気楼健露

日本福祉事業サポート

種別
通常:
標準

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/10/5 2012-084910 株式会社メディア・プライス

区分

【05】育毛剤，毛髪用剤，皮膚軟化剤，その他の薬剤（農薬に当るものを除く）

35

【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
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類・被服・履物・かばん類及び袋物・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，手動工具・金具・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，医療補助品・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・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・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
【35】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
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
の作成又は監査若しくは証明，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，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・手動工具の小売又は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
【05】肝臓水解物を主原料としたビタミンＢ類を配合した薬剤
【32】清涼飲料，肝臓水解物を加味した清涼飲料，アミノ酸を加味した清涼飲料，ビタミン
類を加味した清涼飲料，オルニチンを加味した清涼飲料，クルクミンを加味した清涼飲料

2012/10/4 2012-084915 セトローク株式会社

35
169

ＨｑＭＥのていねいな生活

通常:
標準

2012/10/5 2012-084933 株式会社ＨｑＭＥ

35,43

170

§もっと がイイね∞ならばこ
れ！∞得々印

通常

2012/10/6 2012-084940 星 孝一

171

リパソール

通常:
標準

2012/10/4 2012-084944 株式会社エイチビー

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

指定商品・役務

05

05,32

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）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.
172

173

174

商標（見本）

商標
アロマディスク

Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＴ ＭＡＴＴＥ

ＤＵＬＣＯＬＡＴＥ

種別
通常:
標準
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/10/5 2012-084949 アース・バイオケミカル株式会社

区分

【03】動物用防臭剤，空気用芳香剤，香料，薫料
【05】空気用消臭剤，防臭剤（身体用及び動物用のものを除く。），薬剤

03

【03】Cosmetics.
【03】化粧品

01,03,30

【01】Chemicals used in the manufacture of food, food products, food supplements,
beverages, and for use as ingredients in food and beverages; chemicals used as
flavorings.
【03】Essential oils used for flavoring food and beverages; food flavorings in the form of
essential oils; food flavorings prepared from essential oils.
【30】Flavorings for food and beverages; flavorings for food and beverages, other than
essential oils; flavor enhancers used in food products and beverages; flavoring additives,
not for nutritional purposes, used in food products and beverages.
【01】食料・食品・栄養補助食品・飲料の製造用並びに飲食物の成分として使用する化学
品，化学品（香味料としてのもの）
【03】食品及び飲料の風味付け用の精油，精油の形状の食品用香味料，精油からなる食
品香料
【03】Perfume.
【03】香水

2012/10/2 2012-359887 Ｃｌｉｎｉｑｕｅ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ， ＬＬＣ

2012/10/2 2012-360031 ＦＩＲＭＥＮＩＣＨ ＳＡ

03
175

ＳＬＯＷ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/10/5 2012-360161 ＳｐａＲｉｔｕａｌ， ＬＬＣ

03
176

ＤＥＮＳＩＦＩＱＵＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/10/2 2012-360194 Ｌ’ＯＲＥＡＬ

35

177

ＭＡＸＩＭＥ ＳＩＭＯＥＮＳ

マド
プロ:
通常

指定商品・役務

03,05

2012/10/3 2012-360290 ＳＩＭＯＥＮＳ Ｍａｘｉｍｅ－Ｈｅｒｖe

※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】Cosmetics for hair care, namely shampoos, gels, mousses, balms, creams, powders,
waxes, serums, lotions, masks, aerosol products for hair care and styling, hair spray, hair
dyes and bleaching products, products for protecting dyed hair, hair waving and setting
products; essential oils.
【03】頭髪用化粧品、すなわちシャンプー，化粧用ジェル，ムース，バルサム，クリーム，パ
ウダー，ろう又はワックス，美容液，化粧用ローション，マスク，ヘアケア用及び整髪用の
エアゾール製品，ヘアスプレー，染毛剤及び頭髪脱色剤，染めた髪の保護用製品，毛髪
のウェーブ用及び整髪用の製品，精油
【35】Wholesale or retail sale, including by electronic means, of clothing, lingerie, footwear
and hats, perfumery, cosmetics, scented candles, optical goods, umbrellas, items of
jewelry and timepieces, leather goods, stationery articles, articles for writing and drawing,
articles for furnishing, mirrors, frames, accessories for interior and exterior decoration,
crockery, articles for lighting, table, bed and household linen, articles for smokers;
presentation of goods on communication media, for retail purposes; shop window
dressing; bringing together for others a variety of goods (excluding the transportation
thereof) enabling customers to conveniently view and purchase them via retail or
wholesale stores, mail order catalogs or by electronic means .
【35】被服，婦人用肌着類，履物及び帽子，香料、薫料及び香水類，化粧品，香料入りの
ろうそく，光学製品，傘，宝飾品及び計時用具，革製品，文房具類，筆記用具及び製図用
具，調度用品，鏡・枠，室内装飾用及び屋外装飾用のアクセサリー，陶磁器，照明用品，
食卓，ベッド用及び家庭用のリネン製品，喫煙用品の卸売又は小売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供（電子的手段による場合を含む。），販売を目的とした、各

39／40

今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.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
01,03,30

マド
プロ:
通常:
標準

178

ＰＵＬＰＡＮＡＴ

179

マド
プロ:
ＢＬＡＮＣ ＤＥ ＣＯＵＲＲＥＧＥＳ
通常:
標準

2012/10/2 2012-360291 Ｆｉｒｍｅｎｉｃｈ ＳＡ

03
2012/10/2 2012-360309 ＣＯＵＲＲＥＧＥＳ ＰＡＲＦＵＭＳ

01,03,30

180

ＬＡＣＴＡＤＩＯＮＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/10/2 2012-360348 ＦＩＲＭＥＮＩＣＨ ＳＡ

03
181

182

183

ＴＥＲＲＡＣＴＩＶＥ

ＥＣＯＣＩＤ ＡＤＶＡＮＣＥＤ

ＯＸＩＣＩＤ ＡＤＶＡＮＣＥＤ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

2012/10/5 2012-360420 ＴＥＲＲＡＸＩＳ

2012/10/1 2012-360457

2012/10/1 2012-360458

※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
【01】Chemical products for use in the manufacture of food, food products, food
supplements, beverages and for use as ingredients for food and beverages; chemical
products for use as flavorings.
【03】Essential oils used for flavoring food and beverages; food flavorings in the form of
essential oils; food flavorings prepared from essential oils.
【30】Flavorings for food and beverages; flavorings for food and beverages, other than
essential oils; flavor enhancers for use in food products and beverages; flavoring
additives, not for nutritional purposes, for use in food products and beverages.
【01】食材・食品・栄養補助食品・飲料の製造用並びに飲食物の成分用の化学品，香味料
として使用する化学品
【03】食品及び飲料の風味付け用の精油，精油の形状の食品香味料，精油からなる食品
香料
【30】飲食物用香味料，飲食物用香味料（精油を除く。），飲食物用の風味強化剤，飲食物
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; make-up removing products; lipstick; beauty masks; shaving products.
【03】漂白剤その他の洗濯に用いる物質，清浄剤，つや出し剤，油脂除去剤及び研磨剤，
せっけん，香水，精油，化粧品，ヘアーローション，歯磨き，化粧落とし剤，口紅，美顔用
パック，ひげそり用せっけん及びひげそり用剤

【01】Chemicals used in the manufacture of food, food products, food supplements,
beverages, and for use as ingredients in food and beverages; chemicals used as flavors.
【03】Essential oils used for flavoring food and beverages; food flavorings in the form of
essential oils; food flavorings prepared from essential oils.
【30】Flavorings for food and beverages; flavorings for food and beverages, other than
essential oils; flavor enhancers used in food products and beverages; flavoring additives,
not for nutritional purposes, used in food products and beverages.
【01】食料・食品・栄誉補助食品・飲料の製造用並びに飲食物の成分として使用する化学
品，香味料用化学品
【03】食品及び飲料の風味付け用の精油，精油の形状の食品香味料，精油からなる食品
香料
【30】飲食物用香味料，飲食物用香味料（精油を除く。），飲食物用の風味強化剤，飲食物
【03】Soaps, only for the body; perfumery, essential oils, cosmetics excluding make-up
products, hair lotions; dentifrices.
【03】せっけん（身体専用のもの），香料、薫料及び香水類，精油，化粧品（メイクアップ用
化粧品を除く），ヘアーローション，歯磨き

05

【05】Disinfectants.
【05】消毒剤

05

【05】Disinfectants.
【05】消毒剤

ＫＲＫＡ， ｔｏｖａｒｎａ ｚｄｒａｖｉｌ， ｄ．
ｄ．， Ｎｏｖｏ ｍｅｓｔｏ

ＫＲＫＡ， ｔｏｖａｒｎａ ｚｄｒａｖｉｌ， ｄ．
ｄ．， Ｎｏｖｏ ｍｅｓｔｏ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：01B01）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
05,10

184

ＲＥＳＰＩＭＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/10/3 2012-361418 ＬＡＢＯＲＡＴＯＩＲＥ ＤＥ ＬＡ ＭＥＲ

05,10

185

ＮＥＴＩＦＬＯＷ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/10/3 2012-361619 ＬＡＢＯＲＡＴＯＩＲＥ ＤＥ ＬＡ ＭＥＲ

03,21

186

Ｉｖｏｍｅｄ

マド
プロ:
通常

ＰＯＬＩＳＯＲＢ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｏｂｓｈｃｈｅｓｔｖｏ ｓ ｏｇｒａｎｉｃｈｅｎｎｏｙ
2012/10/2 2013-350415 ｏｔｖｅｔｓｔｖｅｎｎｏｓｔｙｕ ＥＶＲＯＫＯＳＭ
ＥＤ－Ｓｔｕｐｉｎｏ

05
187

2012/10/4 2013-350432 ＺＡＯ （ＣＪＳＣ） Ｐｏｌｉｓｏｒｂ

※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
【05】Pharmaceutical products; medicines; pharmaceutical products made with marine
products, essential oils, plant extracts, of products of natural or chemical origin;
medicines made with marine products, essential oils, plant extracts, products of natural
or chemical origin; pharmaceutical products, namely solutions for cleaning, washing,
humidifying the nasal cavities and sinuses and preventing nasal and sinus pathologies;
pharmaceutical products, namely for clearing and humidifying the bronchi; pharmaceutical
products, namely for the regeneration, repair, healing of the respiratory mucosa;
pharmaceutical products namely for treating, soothing symptoms, pain relief, draining,
decongesting, disinfecting the upper and lower respiratory tract, namely the nasal
cavities, sinuses, pharynx, throat and bronchi; medicines, namely for treating, soothing
symptoms, pain relief, draining, decongesting, disinfecting the upper and lower respiratory
【05】Pharmaceutical products; medicines; pharmaceutical products made with marine
products, essential oils, plant extracts, of products of natural or chemical origin;
medicines based on marine products of essential oils, plant extracts, of products of
natural or chemical origin; pharmaceutical preparations, namely solutions for cleaning,
washing, humidifying the nasal cavities and sinuses and preventing nasal and sinus
pathologies; pharmaceutical products, namely for clearing and humidifying the bronchi;
pharmaceutical products, namely for regenerating, repairing, healing of the respiratory
mucosa; pharmaceutical products namely for treating, soothing symptoms, pain relief,
draining, decongesting, disinfecting the upper and lower respiratory tract, namely the
nasal cavities, sinuses, pharynx, throat and bronchi; medicines, namely for treating,
soothing symptoms, pain relief, draining, decongesting, disinfecting the upper and lower
【03】Breath freshening sprays; petroleum jelly for cosmetic purposes; cotton wool for
cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; toilet water; dental bleaching
gels; deodorants for human beings; perfumes; perfumery; eyebrow pencils; cosmetic
pencils; cosmetic creams; skin whitening creams; creams for leather; hair spray; nail
polish; after-shave lotions; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; oils for cosmetic
purposes; oils for toilet purposes; oils for cleaning purposes; adhesives for cosmetic
purposes; cleansing milk for toilet purposes; soap; disinfectant soap; deodorant soap;
shaving soap; cakes of toilet soap; medicated soap; antiperspirant soap; soap for foot
perspiration; cosmetic kits; dentifrices; hydrogen peroxide for cosmetic purposes;
lipsticks; pomades for cosmetic purposes; shaving preparations; cosmetic preparations
for baths; toiletries; leather bleaching preparations; denture polishes; furbishing
【05】Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
【05】薬剤及び獣医科用剤，医療用の衛生剤，食餌療法用食品・飲料・薬剤，乳児用食
品，膏薬，包帯類，歯科用充てん材料，歯科用ワックス，消毒剤，有害動物駆除剤，殺菌
剤，除草剤

