Ｇ－２６２
登録商標「ラベル図形」無効審決取消請求事件：知財高裁平成 30(行ケ)10129・
平成 31 年 2 月 19 日（4 部）判決＜請求棄却＞
【キーワード】
図形商標（商標法 4 条 1 項 10 号・11 号・15 号）

【事案の概要】
１ 特許庁における手続の経緯等
(1) 被告（株式会社コンフィアンス）は，以下の商標（登録第５４９８４３
４号。以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲１の１，３）。
商
標
別紙１のとおり
登録出願日
平成２２年９月２７日
登録査定日
平成２４年４月２０日
設定登録日
平成２４年６月１日
指定商品
第３類「化粧品，せっけん類」
(2) 原告（ディプティック エス．アー．エス．）は，平成２９年６月１
日，本件商標について商標登録無効審判を請求した。
特許庁は，上記請求を無効２０１７－８９００３４号事件として審理を行
い，平成３０年５月１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決
（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月１１日，原告に送達さ
れた。
(3) 原告は，平成３０年９月７日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
起した。
２ 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。
その要旨は，本件商標は，以下のとおり，商標法４条１項１０号，１１号及
び１５号のいずれにも該当しないから，本件商標の登録はこれらの規定に違反
してされたものとはいえず，同法４６条１項１号の規定により無効とすること
はできないというものである。
(1) 商標法４条１項１０号該当性について
ア 別紙２記載の１の商標（以下「引用商標１」という。）は，細線と太線か
らなる二重線で描いた大きな縦長の楕円の内側に，二重の太線と細線で描いた
縦長の同心の楕円を配置し，両楕円の間に存する空間の上方に「ｄｉｐｔｙｑ
ｕｅ」の文字，下方に「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字を配置するとともに，当該空
間の右方及び左方にそれぞれ「３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄｓａｉｎｔ ｇｅｒ
ｍａｉｎ」の文字を配置してなるものである。
①原告が原告の業務に係る商品「香水，アロマキャンドル，化粧品，せっけ
ん類」（以下「原告商品」という場合がある。）について使用する甲号各証記
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載の商標（以下「原告使用商標」という場合がある。）は，引用商標１と同一
といえる標章の内側に，例えば，別紙２記載の３ないし６の各登録商標（以
下，同３記載の国際登録第９５３４６１号商標を「引用商標３」，同４記載の
国際登録第９９０５５８号商標を「引用商標４」，同５記載の国際登録第９９
０５５９号商標を「引用商標５」，同６記載の国際登録第９９０５６０号商標
を「引用商標６」という。）のように，商品ごとに異なる文字や図形等を配し
た様々なものであり，我が国においては，２００６年（平成１８年）ころから
使用されていた，②原告使用商標の構成において，引用商標１又はその構成中
の楕円状リングの図形部分は，いずれもそれのみが特に強調された体裁で表さ
れていないので，視覚的に強い印象をもって看取，把握されるとはいい難い
し，また，引用商標１又はその構成中の楕円状リングの図形部分が原告商品に
単独で使用されているといった状況は見いだせないから，原告使用商標の使用
により，引用商標１又はその構成中の楕円状リングの図形部分のみが，独立し
て自他商品の識別標識として機能し，取引に資されるとは認め難く，引用商標
１は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の業務に係る原告
商品を表示するものとして，需要者の間に広く認識されていたものと認めるこ
とはできない。
イ 別紙１記載の本件商標と引用商標１は，複数の線により描いた大きな縦長
の楕円の内側に，複数の線で描いた縦長の同心の楕円を配置するという点にお
いては近似するものの，それぞれの構成態様に照らせば，当該楕円部分のみが
独立して自他商品の識別標識として機能し，取引に資されるとは認め難い上，
本件商標は，その構成中の「Ｄｒ．Ｌｉｎｎ」及び「Ｓａｋｕｒａｉ」の文字
部分が要部であり，当該文字部分から「ドクターリンサクライ」の称呼及び
「Ｌｉｎｎ Ｓａｋｕｒａｉという名前の医師」の観念を生じるのに対し，引
用商標１は，その構成中の「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分が要部であり，当
該文字部分から「ディプティック」の称呼を生じ，特定の観念を生じないもの
である。
してみれば，本件商標と引用商標１とは，その構成全体における比較はもと
より，その構成中の要部たる文字部分の比較においても，外観，称呼及び観念
のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
ウ 前記ア及びイによれば，本件商標は，他人の業務に係る商品を表示するも
のとして，需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標とはいえない
から，商標法４条１項１０号に該当しない。
(2) 商標法４条１項１１号該当性について
ア 別紙２記載の２の登録第４５９８９９３号商標（以下「引用商標２」とい
う。）の構成態様は，実質的に引用商標１の構成中のフランスのパリの住所を
表したものと看取，理解され得る「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字及び「３４ ｂｏ
ｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の文字を除いたものといえる
から，その構成中，要部たり得るのは，引用商標１と同様に，その構成中の
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「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分である。
したがって，本件商標と引用商標２とは，本件商標と引用商標１との比較の
結果と同様に，外観，称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれの
ない非類似の商標である。
イ 引用商標３ないし６は，別紙２記載の３ないし６に示すとおり，その構成
中の内側に配置された楕円内に，引用商標３は「Ｌ’ＥＡＵ ｄｅ ＮＥＲＯ
ＬＩ」の文字及び植物等の図形を，引用商標４は「Ｈ」の文字及び植物等の図
形を，引用商標５は「Ｃ」の文字及び植物等の図形を，引用商標６は「Ｌ’Ｅ
ＡＵ ｄｅ ＴＡＲＯＣＣＯ」の文字及び植物等の図形を，それぞれ配置して
なるものである。
引用商標３ないし６の構成態様に照らせば，その構成中の楕円部分のみが独
立して自他商品の識別標識として機能し，取引に資されるとは認め難い上，引
用商標３ないし６は，いずれも「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分が，自他商品
の識別標識として看者に強く支配的な印象を与えるから，要部であり，これを
要部として本件商標と比較するときは，本件商標と引用商標１との比較の結果
と同様，外観，称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非
類似の商標である。
ウ 前記ア及びイのとおり，本件商標と引用商標２ないし６とは，いずれも相
紛れるおそれのない非類似の商標であるから，本件商標は，商標法４条１項１
１号に該当しない。
(3) 商標法４条１項１５号該当性について
引用商標１は，前記(1)のとおり，原告の業務に係る原告商品を表示するも
のとして，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，需要者の間に広く
認識されていたものと認めることはできない。
また，引用商標２ないし６については，本件商標の登録出願時及び登録査定
時において，引用商標２が，原告商品について単独で使用され，商品の出所識
別標識として需要者の間に広く認識されていたという状況は見いだせず，引用
商標３ないし６が，原告商品を表示するものとして，需要者の間に広く認識さ
れていたものと認めるに足りない。
さらに，前記(1)及び(2)のとおり，本件商標と引用商標１ないし６とは，い
ずれも相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そうすると，本件商標をその指定商品に使用しても，取引者，需要者が，原
告又は引用商標を連想，想起することはなく，その商品が原告又は原告と経済
的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのよう
に，商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。
したがって，本件商標は，商標法４条１項１５号に該当しない。
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【判
断】
１ 取消事由１（商標法４条１項１０号該当性の判断の誤り）について
(1) 認定事実
証拠（甲２～９，１３，１４，１６～２７，４５～４７，４９～５１（枝番
号のあるものは，枝番号を含む。特に断りのない限り，以下同じ。））及び弁
論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア(ア) 原告は，１９６１年（昭和３６年）に設立された，アロマキャンド
ル，香水，化粧品，せっけん類等の製造及び販売等を業とするフランス法人
である。原告は，１９６３年（昭和３８年）にフランスで「ｄｉｐｔｙｑｕ
ｅ」のブランド名でアロマキャンドルの販売を開始して以来，「ｄｉｐｔｙ
ｑｕｅ」は，アロマキャンドルないしフレグランスキャンドルのブランドと
して，フランスの国内及び国外で知られるようになった。
(イ) 原告は，引用商標２ないし６の商標権者である。
イ 原告は，平成１４年ころから，日本において，原告の製造に係るアロマキ
ャンドル，香水，化粧品，せっけん類等の商品（原告商品）の販売を輸入販売
代理店を通じて開始した。原告は，２００９年（平成２１年）２月に，日本現
地法人の「Ｄｉｐｔｙｑｕｅ Ｊａｐａｎ株式会社」を設立後，２０１３年
（平成２５年）１２月に東京都内に直営店をオープンし（甲５の１～４），現
在では，直営店３店舗を含む，百貨店，アパレルショップ等の全国７６店舗
（甲６）で原告商品を取り扱っている。
日本における原告商品の年間売上高は，平成２０年が約２億７０００万円，
平成２１年が約１億８０００万円，平成２２年が約２億３０００万円，平成２
３年が約３億２０００万円，平成２４年が約４億５０００万円である。
ウ 原告が販売する原告商品の容器には，引用商標１（別紙２記載の１）と同
一の楕円状リングの図形部分とその内側の楕円内に商品ごとに異なる文字，図
形等を配した原告使用商標（例えば，引用商標３ないし６（別紙２記載の３な
いし６））が付されていた。
エ ２００８年（平成２０年）以降，原告使用商標を付した原告商品の写真等
を掲載した記事が，全国規模の雑誌やウェブサイトに多数回掲載された。
(2) 引用商標１の周知性について
原告は，引用商標１及びその構成中の楕円状リングの図形部分は，楕円状リ
ングの図形部分の内側の商品ごとに異なる文字や図形等とともにではあるが，
長年にわたり，原告商品に使用された結果，本件商標の登録出願時及び登録査
定時において，使用による識別力を獲得し，原告の業務に係る原告商品を表示
するものとして，需要者の間に広く認識されていたから，引用商標１及びその
構成中の楕円状リングの図形部分の識別力及び周知性を否定した本件審決の判
断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。
ア 引用商標１は，別紙２記載の１のとおり，細線と太線からなる二重線で描
いた大きな縦長の楕円（以下「外側の楕円部分」という場合がある。）の内側
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に，二重の太線と細線で描いた縦長の同心の楕円（以下「内側の楕円部分」と
いう場合がある。）を配置した図形部分（楕円状リングの図形部分）と，両楕
円の間に存する空間の上方に配置された「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分と，
下方に配置された「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分と，右方及び左方にそれぞれ
配置された「３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の文
字部分とから構成された結合商標である。
引用商標１においては，「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分から「ディプティ
ック」，「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分から「パリ ゴ イー」，「３４ ｂ
ｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の文字部分から「サンジュ
ウシ ブールバール サンジェルマン」との称呼が生じるものと認められる。
「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の語は，「二連板（蝶番でつないだ２枚折りの書板，
装飾された２枚折りの作品）」，「（文学などの対照的，相互補完的）２部
作」などを意味するフランス語であるが（小学館「ロベール仏和大辞典」１９
８８年（昭和６３年）１２月初版発行），この語が，我が国において一般的に
知られた語であるとまでは認められない。
「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分及び「３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎ
ｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の文字部分からは，全体としてフランスのパリの住所を
表したものと理解することができる。
イ 原告が販売する原告商品には，その容器に，引用商標１と同一の楕円状リ
ングの図形部分の内側の楕円部分内に，商品ごとに異なる文字，図形等を配し
た原告使用商標（例えば，引用商標３ないし６）が付されていたことは，前記
(1)ウ認定のとおりである。
しかし，本件商標の登録出願前（登録出願日平成２２年９月２７日）に，原
告商品（その容器を含む。以下同じ。）に引用商標１のみが単独で付されてい
た事実を認めるに足りる証拠はない。
そこで，原告による原告使用商標を付した原告商品の販売が引用商標１の使
用に当たるかどうかについて検討する。
(ア) 原告使用商標（例えば，引用商標３（別紙２記載の３））は，引用商標
１と同一の楕円状リングの図形部分と，そのうちの外側の楕円部分と内側の
楕円部分の間の空間の上方に配置された「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分
と，下方に配置された「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分と，右方及び左方にそ
れぞれ配置された「３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉ
ｎ」の文字部分と，内側の楕円部分内に配置された文字部分及び図形部分
（例えば，引用商標３では，「Ｌ’ＥＡＵ ｄｅ ＮＥＲＯＬＩ」の文字部
分及び樹木等の図形部分）とから構成された結合商標である。
この内側の楕円部分は，原告使用商標の中央部に位置し，原告使用商標の
半分程度の面積を占めており，内側の楕円部分内全体にわたり上記文字部分
及び図形部分が表されている。
原告使用商標においては，楕円状リングの図形部分によって，外側の楕円
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部分と内側の楕円部分の間の空間に配置された文字部分と，内側の楕円部分
内に配置された文字部分及び図形部分とがまとまりよく配置されている。
(イ) しかるところ，複数の線により描いた大きな縦長の楕円の内側に，複数
の線で描いた縦長の同心の楕円を配置し，その両楕円の間の空間に文字を配
置する構成自体は，本件商標の登録出願前から，容器等に付するラベルの形
状として使用されてきたものであって（乙１，２，５，６，１３），ありふ
れたものと認められる。
そして，原告使用商標のうちの楕円状リングの図形部分（細線と太線から
なる二重線で描いた大きな縦長の楕円の内側に，二重の太線と細線で描いた
縦長の同心の楕円を配置した図形部分）の構成態様自体に独創性は認められ
ないから，楕円状リングの図形部分は，原告使用商標の構成の中で特に目に
つくものとはいえない。
したがって，原告使用商標のうちの楕円状リングの図形部分の識別力は微
弱である。
(ウ) 次に，原告使用商標のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分について
みると，楕円状リングの図形部分を構成する外側の楕円部分と内側の楕円部
分の間の空間の上方の看者の目につきやすい位置に配置されている。
「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の語は，我が国において一般的に知られた語である
とはいえないものの，前記(1)認定のとおり，「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」は，ア
ロマキャンドルないしフレグランスキャンドルのブランドとして，フランス
の国内及び国外で知られるようになっていたこと，原告は，平成１４年ころ
から，日本において，原告使用商標を付した原告商品の販売を開始し，原告
商品の売上高は平成２０年が約２億７０００万円，平成２１年が約１億８０
００万円，平成２２年が約２億３０００万円であったこと，原告使用商標を
付した原告商品の写真等を掲載した記事が，平成２０年以降，全国規模の雑
誌やウェブサイトに多数回掲載されていたことに照らすと，相当数の需要者
において，原告使用商標のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の語から，アロマキ
ャンドルないしフレグランスキャンドル，香水，化粧品等のブランドを連
想，想起するものと認められる。
また，楕円状リングの図形部分を構成する外側の楕円部分と内側の楕円部
分の間の空間に「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分を頂点として時計回りに
「ｄｉｐｔｙｑｕｅ ３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａ
ｉｎ ｐａｒｉｓ５ｅ ３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍ
ａｉｎ」の文字がまとまりよく配置されていることに照らすと，上記需要者
においては，原告使用商標のうちの「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分及び「３
４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の文字部分は，
「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」がフランスのパリのブランドであることを連想，想起
するものと認められる。
(エ) 原告使用商標のうちの楕円状リングの図形部分の内側の楕円部分内に配
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置された文字部分及び図形部分（例えば，引用商標３では，「Ｌ’ＥＡＵ
ｄｅ ＮＥＲＯＬＩ」の文字部分及び樹木等の図形部分）は，原告使用商標
の中央部に位置している。
そして，上記文字部分及び図形部分の近接した位置に上記文字部分及び図
形部分を取り囲むように「ｄｉｐｔｙｑｕｅ ３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ
ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ ｐａｒｉｓ５ｅ ３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ
ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の文字（「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分，
「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分及び「３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎ
ｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の文字部分）が配置されていることから，これらの文
字部分及び図形部分はひとまとまりのものとして看取されるものと認められ
る。
(オ) 以上のとおり，原告使用商標においては，楕円状リングの図形部分によ
って，外側の楕円部分と内側の楕円部分の間の空間に配置された文字部分
と，内側の楕円部分内に配置された文字部分及び図形部分とがまとまりよく
配置されており，これらの文字部分及び図形部分はひとまとまりのものとし
て看取されることに照らすと，原告使用商標に接した需要者においては，原
告使用商標は，ひとまとまりの文字部分及び図形部分からなる結合商標とし
て認識されるものであって，原告使用商標のうちの引用商標１の構成に相当
する部分（楕円状リングの図形部分，「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分，
「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分及び「３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎ
ｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の各文字部分）が，独立の商標として認識されるもの
と認めることはできない。
したがって，原告による原告使用商標を付した原告商品の販売が引用商標
１の使用に当たるものと認めることはできない。
ウ 以上によれば，原告が原告商品に引用商標１を独立の商標として使用した
事実は認められないから，引用商標１及びその構成中の楕円状リングの図形部
分が，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，使用による識別力を獲
得し，原告の業務に係る原告商品を表示するものとして需要者の間に広く認識
されていたものと認めることはできない。
エ(ア) これに対し原告は，原告が２００８年（平成２０年）５月に挙行した
原告商品の新商品発売パーティーに，女性向け雑誌又はファッション雑誌の
編集長や編集者など１４９名が参加し，これらの雑誌に原告商品が掲載され
たことは，平成２０年当時既に原告商品及び引用商標１が周知であったこと
を裏付けるものである旨主張する。
しかしながら，上記新商品発売パーティーに女性向け雑誌又はファッショ
ン雑誌の編集長や編集者が参加した事実から直ちに引用商標１が周知であっ
たことを裏付けることはできないし，また，原告商品の雑誌への掲載につい
ても，引用商標１が単独で付された原告商品が掲載されたというものではな
いから，引用商標１が周知であったことを裏付けることはできない。
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したがって，原告の上記主張は理由がない。
(イ) また，原告は，原告商品の需要者は，原告商品を初めて知り，それらに
接する初期の段階では，原告商品に付された原告使用商標の構成中の楕円状
リングの図形部分及び「ｄｉｐｔｙｑｕｅ ３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓ
ａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ ｐａｒｉｓ５ｅ ３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ
ｓａｉｎｔ ｇｅｒｍａｉｎ」の文字部分（引用商標１の構成に相当する部
分）を見て原告商品と認識するかもしれないが，原告使用商標の構成中の上
記文字部分の文字は小さく，かつ，楕円状リングの図形部分の内側の文字や
図形等は商品ごとにそれぞれ異なることから，やがて上記文字部分又は楕円
状リングの図形部分の内側の文字や図形等をいちいち見なくとも，楕円状リ
ングの図形部分を一瞥することにより，原告商品であると認識するといえる
から，引用商標１の構成中の楕円状リングの図形部分は，本件商標の登録出
願時及び登録査定時において，使用による識別力を獲得した旨主張する。
しかしながら，原告使用商標のうちの楕円状リングの図形部分の識別力は
微弱である上（前記イ(イ)），原告が原告商品に引用商標１を独立の商標と
して使用した事実は認められないから（前記ウ），ましてや引用商標１の構
成要素である楕円状リングの図形部分のみを独立の商標として使用された事
実も認められない。
したがって，原告の上記主張は，理由がない。
(3) 小括
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，本件商標は，他人
の業務に係る商品を表示するものとして，需要者の間に広く認識されている商
標に類似する商標（商標法４条１項１０号）に該当するものとは認められな
い。
したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから，原告主張の取
消事由１は理由がない。
２ 取消事由２（商標法４条１項１１号該当性の判断の誤り）について
(1) 本件商標について
ア 本件商標は，別紙１記載のとおり，細線と太線からなる二重線で描いた大
きな縦長の楕円の内側に，三重の細線で描いた縦長の同心の楕円を配置した図
形部分と，両楕円の間に存する空間に，「ＹＯＵＲ ＳＫＩＮ ＣＡＮ ＢＥ
ＹＯＵＲ ＦＯＲＴＵＮＥ・１９７０・ＹＯＵＲ ＳＫＩＮＣＡＮ ＢＥ Ｙ
ＯＵＲ ＦＯＲＴＵＮＥ・１９７０・」の文字を時計回りに配置した文字部分
と，三重の細線の楕円の内側に，円状に配置した「ＹＯＵＲ ＳＫＩＮ ＣＡ
Ｎ ＢＥ ＹＯＵＲ ＦＯＲＴＵＮＥ・ＹＯＵＲＳＫＩＮ ＣＡＮ ＢＥ Ｙ
ＯＵＲ ＦＯＲＴＵＮＥ・」の文字部分で囲んだ，「１９７０」の文字部分及
び花のシルエット様の図形部分と，「Ｄｒ．Ｌｉｎｎ」及び「Ｓａｋｕｒａ
ｉ」の二段書きの文字部分とから構成された結合商標である。
そして，本件商標中の構成中の「Ｄｒ．Ｌｉｎｎ」及び「Ｓａｋｕｒａｉ」
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の二段書きの文字部分は，中央の目立つ位置に太字の大きな文字で表示されて
おり，上記文字部分から，「ドクターリンサクライ」の称呼が自然に生じると
ともに，全体として，「Ｌｉｎｎ Ｓａｋｕｒａｉ」という医師の名前を表し
たものと理解されることからすると，本件商標がその指定商品である「化粧
品，せっけん類」に使用された場合には，本件商標の上記文字部分は，取引
者，需要者に対し，上記商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える
ものと認められる。
以上によれば，本件商標から「Ｄｒ．Ｌｉｎｎ」及び「Ｓａｋｕｒａｉ」の
二段書きの文字部分を要部として抽出し，これと引用商標２ないし６とを比較
して商標そのものの類否を判断することも，許されるというべきである。
イ これに対し原告は，引用商標１及びその構成中の楕円状リングの図形部分
は，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の業務に係る原告商
品を表示するものとして，需要者の間に広く認識されていたことに照らすと，
本件商標の要部は，楕円状リングの図形部分（細線と太線からなる二重線で描
いた大きな縦長の楕円の内側に，三重の細線で描いた縦長の同心の楕円を配置
した図形部分）である旨主張する。
しかしながら，前記１(2)ウのとおり，引用商標１及びその構成中の楕円状
リングの図形部分が，本件商標の登録出願時及び登録査定時において，原告の
業務に係る使用商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたも
のと認めることはできないから，原告の上記主張は採用することができない。
(2) 本件商標と引用商標２との類否について
ア 引用商標２は，別紙２記載の２のとおり，細線と太線からなる二重線で描
いた大きな縦長の楕円（外側の楕円部分）の内側に，二重の太線と細線で描い
た縦長の同心の楕円（内側の楕円部分）を配置した図形部分（楕円状リングの
図形部分）と，両楕円の間に存する空間の上方に配置された「ｄｉｐｔｙｑｕ
ｅ」の文字部分とから構成された結合商標である。
引用商標２のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分から，「ディプティッ
ク」の称呼が生じるとともに，相当数の需要者において，アロマキャンドルな
いしフレグランスキャンドル，香水，化粧品等のブランドを連想，想起するも
のと認められる。
加えて，引用商標２のうちの楕円状リングの図形部分の識別力は微弱である
こと（前記１(2)イ(イ)）を考慮すると，引用商標２が本件商標の指定商品で
ある「化粧品，せっけん類」に使用された場合には，引用商標２のうちの「ｄ
ｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分は，取引者，需要者に対し，上記商品の出所識別
標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
したがって，引用商標２のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分は，引用
商標２の要部に当たるものと認められる。
イ 本件商標の要部である「Ｄｒ．Ｌｉｎｎ」及び「Ｓａｋｕｒａｉ」の二段
書きの文字部分と引用商標２の要部である「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分と
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を対比すると，外観，称呼及び観念のいずれにおいても明らかに相違するか
ら，本件商標及び引用商標２が本件商標の指定商品である「化粧品，せっけん
類」に使用された場合，取引者，需要者において,その商品の出所について誤
認混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって，本件商標は，全体として引用商標２と非類似の商標である。
ウ これに対し原告は，本件商標と引用商標２が本件商標の指定商品に使用さ
れた場合，本件商標と引用商標２における構成要素として共通かつ類似する楕
円状リングの図形部分によって，相応数の需要者において，商品の出所につき
誤認混同を生じさせるおそれがあるから，本件商標と引用商標２は類似する旨
主張する。
しかしながら，前記(1)イと同様の理由により，引用商標２の構成中の楕円
状リングの図形部分は要部に当たるものと認められないから，原告の上記主張
は理由がない。
(3) 本件商標と引用商標３との類否について
ア 引用商標３は，別紙２記載の３のとおり，細線と太線からなる二重線で描
いた大きな縦長の楕円（外側の楕円部分）の内側に，二重の太線と細線で描い
た縦長の同心の楕円（内側の楕円部分）を配置した図形部分（楕円状リングの
図形部分）と，両楕円の間に存する空間の上方に配置された「ｄｉｐｔｙｑｕ
ｅ」の文字部分と，下方に配置された「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分と，右方
及び左方にそれぞれ配置された「３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇ
ｅｒｍａｉｎ」の文字部分と，内側の楕円部分内に配置された「Ｌ’ＥＡＵ
ｄｅ ＮＥＲＯＬＩ」の文字部分及びハンモックの上に裸で横たわり背を向け
ている女性が，前方の樹木や建造物などの風景を眺めている図形部分とから構
成された結合商標である。
引用商標３のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分は，楕円状リングの図
形部分を構成する外側の楕円部分と内側の楕円部分の間の空間の上方の看者の
目につきやすい位置に配置されており，当該文字部分から，「ディプティッ
ク」の称呼が生じるとともに，相当数の需要者において，アロマキャンドルな
いしフレグランスキャンドル，香水，化粧品等のブランドを連想，想起するも
のと認められる。
加えて，「Ｌ’ＥＡＵ ｄｅ ＮＥＲＯＬＩ」の語は，フランス語であると
ころ，我が国において一般的に知られた語であるとはいえないから，「Ｌ’Ｅ
ＡＵ ｄｅ ＮＥＲＯＬＩ」の文字部分からは特段の観念が生じないこと，内
側の楕円部分内の図形部分は上記文字部分の背景の図柄と認識されることを考
慮すると，引用商標３が本件商標の指定商品である「化粧品，せっけん類」に
使用された場合には，引用商標３のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分
は，取引者，需要者に対し，上記商品の出所識別標識として強く支配的な印象
を与えるものと認められる。
したがって，引用商標３のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分は，引用
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商標３の要部に当たるものと認められる。
イ 本件商標の要部である「Ｄｒ．Ｌｉｎｎ」及び「Ｓａｋｕｒａｉ」の二段
書きの文字部分と引用商標３の要部である「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分と
を対比すると，外観，称呼及び観念のいずれにおいても明らかに相違するか
ら，前記(2)イと同様の理由により，本件商標は，全体として引用商標３と非
類似の商標である。
これに反する原告の主張が理由がないことは，前記(2)ウのとおりである。
(4) 本件商標と引用商標４との類否について
ア 引用商標４は，別紙２記載の４のとおり，細線と太線からなる二重線で描
いた大きな縦長の楕円（外側の楕円部分）の内側に，二重の太線と細線で描い
た縦長の同心の楕円（内側の楕円部分）を配置した図形部分（楕円状リングの
図形部分）と，両楕円の間に存する空間の上方に配置された「ｄｉｐｔｙｑｕ
ｅ」の文字部分と，下方に配置された「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分と，右方
及び左方にそれぞれ配置された「３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇ
ｅｒｍａｉｎ」の文字部分と，内側の楕円部分内に配置されたデザイン化した
「Ｈ」の文字部分とアイリスの花の図形部分とから構成された結合商標であ
る。
引用商標４のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分は，楕円状リングの図
形部分を構成する外側の楕円部分と内側の楕円部分の間の空間の上方の看者の
目につきやすい位置に配置されており，当該文字部分から，「ディプティッ
ク」の称呼が生じるとともに，相当数の需要者において，アロマキャンドルな
いしフレグランスキャンドル，香水，化粧品等のブランドを連想，想起するも
のと認められる。
加えて，「Ｈ」の文字部分から，商品の記号又は符号を連想，想起させる
が，特段の観念は生じないこと，内側の楕円部分内の図形部分は上記文字部分
の背景の図柄と認識されることを考慮すると，引用商標４が本件商標の指定商
品である「化粧品，せっけん類」に使用された場合には，引用商標４のうちの
「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分は，取引者，需要者に対し，上記商品の出所
識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
したがって，引用商標４のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分は，引用
商標４の要部に当たるものと認められる。
イ 本件商標の要部である「Ｄｒ．Ｌｉｎｎ」及び「Ｓａｋｕｒａｉ」の二段
書きの文字部分と引用商標４の要部である「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分と
を対比すると，外観，称呼及び観念のいずれにおいても明らかに相違するか
ら，前記(2)イと同様の理由により，本件商標は，全体として引用商標４と非
類似の商標である。
これに反する原告の主張が理由がないことは，前記(2)ウのとおりである。
(5) 本件商標と引用商標５との類否について
ア 引用商標５は，別紙２記載の５のとおり，細線と太線からなる二重線で描
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いた大きな縦長の楕円（外側の楕円部分）の内側に，二重の太線と細線で描い
た縦長の同心の楕円（内側の楕円部分）を配置した図形部分（楕円状リングの
図形部分）と，両楕円の間に存する空間の上方に配置された「ｄｉｐｔｙｑｕ
ｅ」の文字部分と，下方に配置された「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分と，右方
及び左方にそれぞれ配置された「３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇ
ｅｒｍａｉｎ」の文字部分と，内側の楕円部分内に配置されたデザイン化した
「Ｃ」の文字部分とバラの花の図形部分とから構成された結合商標である。
引用商標５のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分は，楕円状リングの図
形部分を構成する外側の楕円部分と内側の楕円部分の間の空間の上方の看者の
目につきやすい位置に配置されており，当該文字部分から，「ディプティッ
ク」の称呼が生じるとともに，相当数の需要者において，アロマキャンドルな
いしフレグランスキャンドル，香水，化粧品等のブランドを連想，想起するも
のと認められる。
加えて，「Ｃ」の文字部分から，商品の記号又は符号を連想，想起させる
が，特段の観念は生じないこと，内側の楕円部分内の図形部分は上記文字部分
の背景の図柄と認識されることを考慮すると，引用商標５が本件商標の指定商
品である「化粧品，せっけん類」に使用された場合には，引用商標５のうちの
「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分は，取引者，需要者に対し，上記商品の出所
識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
したがって，引用商標５のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分は，引用
商標５の要部に当たるものと認められる。
イ 本件商標の要部である「Ｄｒ．Ｌｉｎｎ」及び「Ｓａｋｕｒａｉ」の二段
書きの文字部分と引用商標５の要部である「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分と
を対比すると，外観，称呼及び観念のいずれにおいても明らかに相違するか
ら，前記(2)イと同様の理由により，本件商標は，全体として引用商標５と非
類似の商標である。
これに反する原告の主張が理由がないことは，前記(2)ウのとおりである。
(6) 本件商標と引用商標６との類否について
ア 引用商標６は，別紙２記載の６のとおり，細線と太線からなる二重線で描
いた大きな縦長の楕円（外側の楕円部分）の内側に，二重の太線と細線で描い
た縦長の同心の楕円（内側の楕円部分）を配置した図形部分（楕円状リングの
図形部分）と，両楕円の間に存する空間の上方に配置された「ｄｉｐｔｙｑｕ
ｅ」の文字部分と，下方に配置された「ｐａｒｉｓ５ｅ」の文字部分と，右方
及び左方にそれぞれ配置された「３４ ｂｏｕｌｅｖａｒｄ ｓａｉｎｔ ｇ
ｅｒｍａｉｎ」の文字部分と，内側の楕円部分内に配置された「Ｌ’ＥＡＵ
ｄｅ ＴＡＲＯＣＣＯ」の文字部分と樹木の奥に見える山脈の麓をラクダに乗
って進む隊商を表した図形部分から構成された結合商標である。
引用商標６のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分は，楕円状リングの図
形部分を構成する外側の楕円部分と内側の楕円部分の間の空間の上方の看者の
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目につきやすい位置に配置されており，当該文字部分から，「ディプティッ
ク」の称呼が生じるとともに，相当数の需要者において，アロマキャンドルな
いしフレグランスキャンドル，香水，化粧品等のブランドを連想，想起するも
のと認められる。
加えて，「Ｌ’ＥＡＵ ｄｅ ＴＡＲＯＣＣＯ」の語は，フランス語である
ところ，我が国において一般的に知られた語であるとはいえないから，「Ｌ’
ＥＡＵ ｄｅ ＴＡＲＯＣＣＯ」の文字部分からは特段の観念が生じないこ
と，内側の楕円部分内の図形部分は上記文字部分の背景の図柄と認識されるこ
とを考慮すると，引用商標６が本件商標の指定商品である「化粧品，せっけん
類」に使用された場合には，引用商標６のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字
部分は，取引者，需要者に対し，上記商品の出所識別標識として強く支配的な
印象を与えるものと認められる。
したがって，引用商標６のうちの「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分は，引用
商標６の要部に当たるものと認められる。
イ 本件商標の要部である「Ｄｒ．Ｌｉｎｎ」及び「Ｓａｋｕｒａｉ」の二段
書きの文字部分と引用商標６の要部である「ｄｉｐｔｙｑｕｅ」の文字部分と
を対比すると，外観，称呼及び観念のいずれにおいても明らかに相違するか
ら，前記(2)イと同様の理由により，本件商標は，全体として引用商標６と非
類似の商標である。
これに反する原告の主張が理由がないことは，前記(2)ウのとおりである。
(7) 小括
以上によれば，本件商標は，引用商標２ないし６に類似する商標（商標法４
条１項１１号）に該当するものとは認められない。
したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから，原告主張の取
消事由２は理由がない。
３ 取消事由３（商標法４条１項１５号該当性の判断の誤り）について
原告は，引用商標１及びその構成中の楕円状リングの図形部分は，本件商標
の登録出願時及び登録査定時において，使用による識別力を獲得し，原告の業
務に係る原告商品を表示するものとして，需要者の間に広く認識されていたも
のであること，引用商標２ないし６及びその構成中の楕円状リングの図形部分
も，これと同様であることからすると，本件商標がその指定商品に使用された
場合には，本件商標と引用商標１ないし６における構成要素として共通かつ類
似する楕円状リングの図形部分によって，取引者，需要者をして，原告を連
想，想起させ，その商品が原告又は原告と経済的又は組織的に何らかの関係を
有する者の業務に係るものであるかのように，その商品の出所について混同を
生ずるおそれがあるから，本件商標は，商標法４条１項１５号に該当するもの
であり，これを否定した本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら，前記１(2)ウで説示したとおり，引用商標１及びその構成中
の楕円状リングの図形部分は，本件商標の登録出願時及び登録査定時におい
13

て，使用による識別力を獲得し，原告の業務に係る原告商品を表示するものと
して，需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないから，原
告の上記主張は，その前提を欠くものであり，理由がない。
したがって，本件商標は同号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはな
いから，原告主張の取消事由３は理由がない。
４ 結論
以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，本件審決にこれ
を取り消すべき違法は認められない。
したがって，原告の請求は棄却されるべきものである。
【論
評】
本件商標に係る標章の構成態様は、商標目録に見られるとおりのものである
いから、これらに対する登録無効と主張する原告（審判請求人）が引用する商標
との対比による判断は極めて容易である。
即ち、引用商標１，２，３，４，５，６との関係は、本件登録商標の指定商品
が第３類「化粧品，せっけん類」であるから、日本国民の常識から見ても、いず
れの引用商標とも非類似であるし、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそ
れがあるような商標ともいえないのである。
したがって、審決に誤りはないと判断した本件判決は妥当であると思う。
ただ原告会社の立場から見ると、国際的に本件商標権をめぐる紛争事件など
あったのであろうか。わからない。
〔牛木

理一〕
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（別紙１）

〔本件商標目録〕

（別紙２）

〔引用商標目録〕

１

２

登録出願日

平成１３年９月２０日

設定登録日

平成１４年８月２３日

登録第４５９８９９３号

指定商品
第３類「せっけん類，部屋用芳香剤その他の香料類，オーデコロンその他の
化粧水，その他の化粧品」
第４類「芳香性を有するろうそく，その他のろうそく」
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３

国際登録第９５３４６１号

国際登録日

平成２０年２月５日

設定登録日

平成２１年５月２２日

指定商品
Class 3「Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polis
hing, scouring and abrasive preparations;
non-medicated toilet preparations; preparat
ions and substances for the conditioning, care and appearance of the
skin, body, face, eyes, hair, scalp, teeth and nails; soaps, person
al cleansing preparations, shower gels, bath gels and bath cosmetic
preparations; perfumery, eau de parfum, colognes and toilet waters;
deodorant preparations for personal use, anti-perspirants, cosmetic
cs, hair colourants, eye cosmetics, nail cosmetics, lip cosmetics,
make up removers, tissues impregnated with cosmetic preparations;
shampoos, hair conditioners, preparations for the hair, hair lotio
ns; dentifrices; sun tanning preparations, sun-screening preparati
ons; shaving preparations, after shave and pre shave lotions and
oils, depilatory preparations; essential oils, oils for toilet pur
poses; pomanders, potpourris, fragranced sachets for drawers, room
fragrance, incense, plant extracts for use as aromatics in cosmeti
cs.」
（訳文・第３類「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，洗浄剤（煙突用化学洗浄剤
を除く。），つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤，医療用でない化粧品，皮
膚・身体・顔・目・毛髪・頭皮・歯及びつめのコンディショニング用・ケア用
及び外観を整えるための化粧品，せっけん，身体用洗浄剤，シャワー用ゲル状
洗浄剤，浴用ジェル及び浴用化粧品，香料類及び香水類，オードパルファム，
オーデコロン及び化粧水，身体用防臭剤，制汗用化粧品，化粧品，毛髪用着色
剤，目用化粧品，つめ用化粧品，唇用化粧品，化粧落とし，ティッシュに浸み
込ませた化粧剤，シャンプー，ヘアーコンディショナー，毛髪用剤（医療用で
ないもの），ヘアーローション，歯磨き，日焼け用化粧品，日焼け止め用化粧
品，ひげそり用剤，アフターシェーブ用及びプレシェーブ用のローション及び
油，脱毛剤，精油，化粧用油，ポマード，ポプリ，引き出し用におい袋，室内
用芳香剤，香，化粧品用香料として使用するための植物エキス」）
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４

国際登録第９９０５５８号

国際登録日

平成２０年１２月１６日

設定登録日

平成２２年５月２８日

指定商品
Class 3「Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polish
ing, scouring and abrasive preparations; non
-medicated toilet preparations; preparations
and substances for the conditioning, care and appearance of the skin,
body, face, eyes, hair, scalp, teeth and nails; soaps, personal clean
sing preparations, shower gels, bath gels and bath cosmetic preparati
ons; perfumery, eau de parfum, colognes and toilet waters; deodorant
preparations for personal use, anti-perspirants, cosmetics, hair colo
urants, eye cosmetics, nail cosmetics, lip cosmetics, make up remover
s, tissues impregnated with cosmetic preparations; shampoos, hair con
ditioners, preparations for the hair, hair lotions; dentifrices; sun
tanning preparations, sun-screening preparations; shaving preparatio
ns, after shave and pre shave lotions and oils, depilatory preparati
ons; essential oils, oils for toilet purposes; pomanders, potpourris,
fragranced sachets for drawers, room fragrance, incense, plant extra
cts for use as aromatics in cosmetics.」
（訳文・第３類「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，洗浄剤（煙突用化学洗浄剤
を除く。），つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤，医療用でない化粧品，皮
膚・身体・顔・目・毛髪・頭皮・歯及びつめのコンディショニング用・ケア用
及び外観を整えるための化粧品，せっけん，身体用洗浄剤，シャワー用ゲル状
洗浄剤，浴用ゲル状洗浄剤・化粧品及び浴用化粧品，香料類及び香水類，オー
ドパルファム，オーデコロン及び化粧水，身体用防臭剤，制汗用化粧品，化粧
品，毛髪用着色剤，目用化粧品，つめ用化粧品，唇用化粧品，化粧落とし，テ
ィッシュに浸み込ませた化粧剤，シャンプー，ヘアーコンディショナー，毛髪
用剤（医療用でないもの），ヘアーローション，歯磨き，日焼け用化粧品，日
焼け止め用化粧品，ひげそり用剤，アフターシェーブ用及びプレシェーブ用の
ローション及び油，脱毛剤，精油，化粧用油，ポマード，ポプリ，引き出し用
におい袋，室内用芳香剤，香，化粧品用香料として使用するための植物エキ
ス」）
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５

国際登録第９９０５５９号

国際登録日

平成２０年１２月１６日

設定登録日

平成２２年５月２８日

指定商品
Class 3「Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polish
ing, scouring and abrasive preparations; non
-medicated toilet preparations; preparations
and substances for the conditioning, care and appearance of the skin,
body, face, eyes, hair, scalp, teeth and nails; soaps, personal clean
sing preparations, shower gels, bath gels and bath cosmetic preparati
ons; perfumery, eau de parfum, colognes and toilet waters; deodorant
preparations for personal use, anti-perspirants, cosmetics, hair colo
urants, eye cosmetics, nail cosmetics, lip cosmetics, make up remover
s, tissues impregnated with cosmetic preparations; shampoos, hair con
ditioners, preparations for the hair, hair lotions; dentifrices; sun
tanning preparations, sun-screening preparations; shaving preparations,
after shave and pre shave lotions and oils, depilatory preparations;
essential oils, oils for toilet purposes; pomanders, potpourris, fragr
anced sachets for drawers, room fragrance, incense, plant extracts for
use as aromatics in cosmetics.」
（訳文・第３類「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，洗浄剤（煙突用化学洗浄剤
を除く。），つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤，医療用でない化粧品，皮
膚・身体・顔・目・毛髪・頭皮・歯及びつめのコンディショニング用・ケア用
及び外観を整えるための化粧品，せっけん，身体用洗浄剤，シャワー用ゲル状
洗浄剤，浴用ジェル及び浴用化粧品，香料類及び香水類，オードパルファム，
オーデコロン及び化粧水，身体用防臭剤，制汗用化粧品，化粧品，毛髪用着色
剤，目用化粧品，つめ用化粧品，唇用化粧品，化粧落とし，ティッシュに浸み
込ませた化粧剤，シャンプー，ヘアーコンディショナー，毛髪用剤（医療用で
ないもの），ヘアーローション，歯磨き，日焼け用化粧品，日焼け止め用化粧
品，ひげそり用剤，アフターシェーブ用及びプレシェーブ用のローション及び
油，脱毛剤，精油，化粧用油，ポマード，ポプリ，引き出し用におい袋，室内
用芳香剤，香，化粧品用香料として使用するための植物エキス」）
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６

国際登録第９９０５６０号

国際登録日

平成２０年１２月１６日

設定登録日

平成２２年５月２８日

指定商品
Class 3「Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polish
ing, scouring and abrasive preparations; non
-medicated toilet preparations; preparations
and substances for the conditioning, care and appearance of the skin,
body, face, eyes, hair, scalp, teeth and nails; soaps, personal clean
sing preparations, shower gels, bath gels and bath cosmetic preparati
ons; perfumery, eau de parfum, colognes and toilet waters; deodorant
preparations for personal use, anti-perspirants, cosmetics, hair colou
rants, eye cosmetics, nail cosmetics, lip cosmetics, make up removers,
tissues impregnated with cosmetic preparations; shampoos, hair condit
ioners, preparations for the hair, hair lotions; dentifrices; sun tann
ing preparations, sun-screening preparations; shaving preparations, af
ter shave and pre shave lotions and oils, depilatory preparations; ess
ential oils, oils for toilet purposes; pomanders, potpourris, fragran
ced sachets for drawers, room fragrance, incense, plant extracts for
use as aromatics in cosmetics.」
（訳文・第３類「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，洗浄剤（煙突用化学洗浄剤
を除く。），つや出し剤，擦り磨き剤及び研磨剤，医療用でない化粧品，皮
膚・身体・顔・目・毛髪・頭皮・歯及びつめのコンディショニング用・ケア用
及び外観を整えるための化粧品，せっけん，身体用洗浄剤，シャワー用ゲル状
洗浄剤，浴用ジェル及び浴用化粧品，香料類及び香水類，オードパルファム，
オーデコロン及び化粧水，身体用防臭剤，制汗用化粧品，化粧品，毛髪用着色
剤，目用化粧品，つめ用化粧品，唇用化粧品，化粧落とし，ティッシュに浸み
込ませた化粧剤，シャンプー，ヘアーコンディショナー，毛髪用剤（医療用で
ないもの），ヘアーローション，歯磨き，日焼け用化粧品，日焼け止め用化粧
品，ひげそり用剤，アフターシェーブ用及びプレシェーブ用のローション及び
油，脱毛剤，精油，化粧用油，ポマード，ポプリ，引き出し用におい袋，室内
用芳香剤，香，化粧品用香料として使用するための植物エキス」）
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【本件登録商標】
（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２４年７月３日（２０１２．７．３）
【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第５４９８４３４号（Ｔ５４９８４３４）
（１５１）【登録日】平成２４年６月１日（２０１２．６．１）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】１
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第３類 化粧品，せっけん類
【国際分類第９版】
（２１０）【出願番号】商願２０１０－７５０８７（Ｔ２０１０－７５０８７）
（２２０）【出願日】平成２２年９月２７日（２０１０．９．２７）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５０９３３４４０２
【氏名又は名称】株式会社コンフィアンス
【住所又は居所】東京都新宿区愛住町２３－１４
（７４０）【代理人】
【識別番号】１０００６２２２５
【弁理士】
【氏名又は名称】秋元 輝雄
（７４０）【代理人】
【識別番号】１００１０１４２１
【弁理士】
【氏名又は名称】越智 俊郎
【法区分】平成１８年改正
【審査官】飯田 亜紀
（５６１）【称呼（参考情報）】ドクターリンサクライ、ドクターリン、リン、サクライ、リ
ンサクライ、サクライリン、ユアスキンキャンビーユアフォーチュンセンキューヒャクシチジ
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ュー、ユアスキンキャンビーユアフォーチュンセンキューヒャクナナジュー、ユアスキンキャ
ンビーユアフォーチュンイチキューシチゼロ、ユアスキンキャンビーユアフォーチュンイチキ
ューナナゼロ、ユアスキンキャンビーユアフォーチュン
【検索用文字商標（参考情報）】ＹＯＵＲＳＫＩＮＣＡＮＢＥＹＯＵＲＦＯＲＴＵＮＥ・ＹＯ
ＵＲＳＫＩＮＣＡＮＢＥＹＯＵＲＦＯＲＴＵＮＥ・、１９７０、ＤＲ・ＬＩＮＮ、ＳＡＫＵＲ
ＡＩ、ＹＯＵＲＳＫＩＮＣＡＮＢＥＹＯＵＲＦＯＲＴＵＮＥ・１９７０・ＹＯＵＲＳＫＩＮＣ
ＡＮＢＥＹＯＵＲＦＯＲＴＵＮＥ・１９７０
【類似群コード（参考情報）】
第３類 ０４Ａ０１、０４Ｃ０１
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】５．３．１１；５．３．１３；５．３．１６；５．
５．１９；５．５．２０；５．５．２１；２５．１．１５；２５．１．１９；２６．４．４；
２６．４．６；２６．４．８；２６．４．１５；２６．４．１７；２６．４．１８；２７．
１．１；２７．１．６；２７．５．１；２７．５．２３．９４；２７．７．１．９４；２７．
７．１１．２
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