Ｇ－２７７
登録商標「ＡＲＯＭＡ－ＺＯＮＥ」不使用取消審決取消請求事件：知財高裁令和
1(行ケ)10078・令和 2 年 1 月 28 日（3 部）判決＜請求認容／審決取消＞

【キーワード】
要証期間，審判請求時には答弁も使用証明もせず

【主
文】
１ 特許庁が取消２０１８－６７００４０号事件について平成３１年２月４日
にした審決を取り消す。
２ 被告に対し，この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期
間を３０日と定める。
３ 訴訟費用は被告の負担とする。
【事案の概要】
１ 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告（ハイテック(HYTECK société par actions simplifiée））は，以下
の商標（以下「本件商標」という。）に係る国際登録第１２１７３２８号の商
標権者である。
商標

（彩色あり）

国際登録

第１２１７３２８号

国際登録日

２０１３年１２月１８日

登録日（国内）２０１５年１０月２日
区分

第３類，第５類，第１１類，第２１類，第２９類，第４１
類，第４２類，第４４類
(2) 被告（メリタ オイローパ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテ
ル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト
(Melitta Europa GmbH & Co. KG)）は，平成３０年１０月５日，特許庁に対
し，継続して３年以上日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用
権者が本件商標の指定商品中，第２１類「Utensils and containers for
household or kitchen use; brushes(except paintbrushes); bottles; glasses
(receptacles)」について本件商標の使用をした事実が存在しないとして，商標
法５０条第１項に基づき商標登録の取消しを求めて審判請求（以下「本件請
求」という。）をした。本件請求の登録日は平成３０年１０月１９日である。
(3) 特許庁は，平成３１年２月４日，「国際登録第１２１７３２８号商標の指
定商品及び指定役務中，第２１類「Utensils and containers for household or
kitchen use; brushes (except paintbrushes); bottles; glasses(receptacles)」に
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ついての商標登録を取り消す。審判費用は，被請求人の負担とする。」との審
決をし，その謄本は，平成３１年２月７日に原告宛てに発送して送達された。
原告（被請求人）のため出訴期間として９０日が附加された。
(4) 原告は，令和元年６月５日，審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
２ 審決の理由の要旨
被告（請求人）が，上記指定商品につき本件商標の登録は商標法５０条の規
定により取り消されるべきであると主張したのに対し，原告（被請求人）は答
弁せず，商標の使用の証明などをしないから，上記指定商品につき本件商標の
登録は取り消されるべきである。
【判

断】

１ 証拠によれば，以下の事実を認定することができる。
(1) ランジュビオは，フランスに在住する日本人Ａが運営するオンラインシ
ョップであり，日本語で運営され，日本向けに商品販売を行っている。（甲
７，３８）
(2) Ａは，氏名のアルファベット表記としてＡを用いている。（甲４０）
(3) 原告は，Ａに対し，２０１３年（平成２５年）から，本件商標を付した
瓶やスパチュラ（化粧品や料理に用いる「へら」）を含むさまざまな製品を販
売してきた。この販売に当たり，原告は，Ａがランジュビオを運営しているこ
と及びランジュビオが上記製品を日本で消費者向けに販売していることを認識
していた。（甲４１）
(4) 本件要証期間中の２０１６年（平成２８年）３月１日，原告はプラスチ
ック製の瓶及びガラス製の容器をＡに販売した。（甲１２，１７，１８）
(5) 本件要証期間中の同年２月から２０１８年（平成３０年）８月までの間
のランジュビオのウェブページには，原告製品である瓶やガラス製容器が販売
商品として掲載され，日本円で価格が表示されている。（甲２１ないし２６）
(6) 本件要証期間中の２０１６年３月のランジュビオのウェブページには，
原告製品であるスパチュラが販売商品として掲載され，用途の一つとして「お
料理に」と記載され，日本円で価格が表示されている。（甲１９，２０）
(7) 原告が販売する製品の本体又は包装には，本件商標が直接表示される
か，本件商標を表示したタグ又はラベルが付されるかしている。（甲２７，３
８，３９の各枝番）
２ 上記１の各事実を総合すると，原告は，ランジュビオに対し，日本におい
て消費者に販売されることを認識しつつ本件商標を付して使用立証対象商品を
譲渡し，ランジュビオは，本件要証期間中に，本件商標を付した状態で日本の
消費者に対して本件使用対象商品を譲渡した事実を推認することができるし，
少なくとも，ランジュビオが譲渡のための展示をしたことは明らかである。
かかる事実によれば，本件商標は，本件要証期間内に，商標権者である原告
によって，日本国内で，使用立証対象商品に，使用されたものと評価すること
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ができる。
３ 被告の主張について
(1) 被告は，商標権者が商標の使用をしたというためには，商標権者が，登
録商標を付した商品の譲受人が日本国内でこれを販売することを単に事実とし
て認識していただけでは足りず，少なくとも商標権者が，第三者と締結する販
売代理店契約等に基づき第三者が商標権者を代理して日本国内で販売すること
を契約上認識していることが必要である旨主張する。
しかしながら，商標権者が，日本国内で販売されることを認識しつつ商標を
付した商品を譲渡し，実際に，その商標が付されたまま当該商品が日本国内で
販売されたのであれば，日本国内における上記商標の使用（商標を付した商品
の譲渡）は，商標権者の意思に基づく「使用」といえるから，それ以上に，被
告のいう「契約上」の「認識」なるものを要求する根拠はないというべきであ
る。したがって，被告の主張は失当である。
(2) 被告は，原告による上記１の各事実の証明は不十分である旨主張する
が，かかる主張を受けて原告が補充的に行った立証の内容を加味すれば，証明
が十分になされたといえる。
(3) したがって，被告の上記各主張はいずれも採用することができない。
４ よって，審決には誤りがあり，原告の請求は理由があるからこれを認容す
ることとして，主文のとおり判決する。
【論
説】
１．特許庁における登録商標の不使用取消審判請求事件において、請求人は第２
１類の全商品については、本件商標の使用事実は存在しないとして取消を求め
た審判請求をしたのに対し、審判被請求人は全く答弁せず、商標の使用証明もし
ていないことから、特許庁は、上記指定商品については本件商標の登録は取り消
されるべきである、との審決をした。
しかしながら、被請求人（原告）は審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した
のである。
２．その結果、知財高裁においては、原告の主張を認容したのである。即ち、原
告は、フランス在住の日本人Ａが運営するオンラインショップ「ランジュビオ」
に対し、日本における消費者に販売されることを認識しつつ本件商標を付して
使用宣伝対象商品を譲渡し、「ランジュビオ」は本件要証期間中に、本件商標を
付した状態で日本の消費者に対し、本件使用対象商品を譲渡した事実を推認す
ることができるし、少なくとも「ランジュビオ」が譲渡のための展示をしたこと
は明らかであると認定したのである。
しかしながら、各別の裏付け証拠なしに裁判官らの「推認」によって商品譲渡
の事実を認定するのは不十分というべきではないだろうか。もっと使用実績を
証明する裏付け事実があって然るべきではないだろうか。これでは、「推認」と
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いう法律用語が泣くというものである。
３．「要証期間」について、判決は、原告が具体的に主張し証明していると記述
しているが、審判時には主張立証したのだろうか。判決からはその事実を把握す
ることはできないのである。
４．なお、本件登録商標の指定商品や役務の分野はきわめて広範囲であるが、そ
の全部について、わが国において使用されているかどうかは疑わしいものも多
いと思うから、今後も同様の事件は続くのではなかろうか。
〔牛木

理一〕

〔本件登録商標〕
（１９０）【発行国・地域】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】平成２７年１０月１３日（２０１５．１０．１３）
【公報種別】国際商標公報
（１１１）【国際登録番号】１２１７３２８
（１５１）【登録日】平成２７年１０月２日（２０１５．１０．２）
（２２０）【国際登録日】平成２５年１２月１８日（２０１３．１２．１８）
（５４０）【登録商標】

（５００）【商品及び役務の区分の数】８
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
Ｃｌａｓｓ

３

Ｂｌｅａｃｈｉｎｇ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｓｕｂｓｔａｎｃｅ
ｓ ｆｏｒ ｌａｕｎｄｒｙ ｕｓｅ； ｓｏａｐｓ； ｐｅｒｆｕｍｅｓ， ｅｓｓｅｎｔ
ｉａｌ ｏｉｌｓ， ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ， ｈａｉｒ ｌｏｔｉｏｎｓ； ｄｅｎｔｉｆｒ
ｉｃｅｓ； ｄｅｐｉｌａｔｏｒｉｅｓ； ｍａｋｅ－ｕｐ ｒｅｍｏｖｉｎｇ ｐｒｏｄｕ
ｃｔｓ； ｌｉｐｓｔｉｃｋ； ｂｅａｕｔｙ ｍａｓｋｓ； ｓｈａｖｉｎｇ ｐｒｏｄｕ
ｃｔｓ； ｐｅｂｂｌｅｓ ｓｃｅｎｔｅｄ ｗｉｔｈ ｅｓｓｅｎｔｉａｌ ｏｉｌｓ；
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ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ ｏｆ ｓｈｏｗｅｒ ｇｅｌｓ， ｍａｓｓａｇｅ ｇｅｌｓ
ａｎｄ ｓｏａｐｓ ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ｅｓｓｅｎｔｉａｌ ｏｉｌｓ ａｎｄ ｖｅｇ
ｅｔａｂｌｅ ｏｉｌｓ ｉｎ ｔｈｅｉｒ ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ； ｖｅｇｅｔａｂｌ
ｅ ｏｉｌｓ ａｎｄ ｅｓｓｅｎｔｉａｌ ｏｉｌｓ ｆｏｒ ｃｏｓｍｅｔｉｃ ｐｕｒ
ｐｏｓｅｓ； ｅｓｓｅｎｔｉａｌ ｏｉｌｓ．
Ｃｌａｓｓ

５

Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ ａｎｄ ｖｅｔｅｒｉｎａｒｙ ｐｒｏｄｕｃｔｓ； ｓａ
ｎｉｔａｒｙ ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｆｏｒ ｍｅｄｉｃａｌ ｐｕｒｐｏｓｅｓ； ｄｉｅｔ
ｅｔｉｃ ｆｏｏｄ ａｎｄ ｓｕｂｓｔａｎｃｅｓ ｆｏｒ ｍｅｄｉｃａｌ ｏｒ ｖｅ
ｔｅｒｉｎａｒｙ ｕｓｅ； ｆｏｏｄ ｆｏｒ ｂａｂｉｅｓ； ｆｏｏｄ ｓｕｐｐｌｅ
ｍｅｎｔｓ ｆｏｒ ｈｕｍａｎｓ ａｎｄ ａｎｉｍａｌｓ； ｍａｔｅｒｉａｌｓ ｆｏ
ｒ ｄｒｅｓｓｉｎｇｓ； ｄｉｓｉｎｆｅｃｔａｎｔｓ； ｍｅｄｉｃａｔｅｄ ｂａｔｈ
ｓ； ｍｅｄｉｃｉｎａｌ ｈｅｒｂｓ； ｐｌａｓｔｅｒｓ； ｍａｔｅｒｉａｌ ｆｏｒ
ｄｅｎｔａｌ ｆｉｌｌｉｎｇｓ ａｎｄ ｄｅｎｔａｌ ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎｓ； ｐｒ
ｏｄｕｃｔｓ ｆｏｒ ｄｅｓｔｒｏｙｉｎｇ ｖｅｒｍｉｎ； ｆｕｎｇｉｃｉｄｅｓ，
ｈｅｒｂｉｃｉｄｅｓ； ｃｈｅｍｉｃａｌ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｍｅｄｉ
ｃａｌ ｏｒ ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ ｕｓｅ； ｈｅｒｂａｌ ｔｅａｓ ｆｏｒ
ｍｅｄｉｃａｌ ｐｕｒｐｏｓｅｓ； ｐａｒａｓｉｔｉｃｉｄｅｓ； ｎａｔｕｒａｌ ｓ
ｕｂｓｔａｎｃｅｓ ｆｏｒ ｍｅｄｉｃａｌ ｐｕｒｐｏｓｅｓ．
Ｃｌａｓｓ １１
Ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｄｉｆｆｕｓｅｒｓ ｆｏｒ ｅｓｓｅｎｔｉａｌ ｏｉｌｓ．
Ｃｌａｓｓ

２１

Ｕｔｅｎｓｉｌｓ ａｎｄ ｃｏｎｔａｉｎｅｒｓ ｆｏｒ ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ ｏｒ ｋ
ｉｔｃｈｅｎ ｕｓｅ； ｃｏｍｂｓ ａｎｄ ｓｐｏｎｇｅｓ； ｂｒｕｓｈｅｓ （ｅｘ
ｃｅｐｔ ｐａｉｎｔｂｒｕｓｈｅｓ）； ｈａｎｄ－ｏｐｅｒａｔｅｄ ｃｌｅａｎｉｎｇ
ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ； ｂｏｔｔｌｅｓ； ｔｏｉｌｅｔ ｕｔｅｎｓｉｌｓ ｏｒ ｃ
ａｓｅｓ； ｇｌａｓｓｅｓ （ｒｅｃｅｐｔａｃｌｅｓ）； ｎｏｎ－ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｄｉｆｆｕｓｅｒｓ ｆｏｒ ｅｓｓｅｎｔｉａｌ ｏｉｌｓ．
Ｃｌａｓｓ

２９

Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ ｏｉｌｓ．
Ｃｌａｓｓ

４１

Ｔｒａｉｎｉｎｇ ｉｎ ｈｏｍｅ－ｍａｄｅ ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ， ｖｉａ ｏｎｌｉｎ
ｅ ｔｒａｉｎｉｎｇ， ｄｏｗｎｌｏａｄａｂｌｅ ｒｅｃｉｐｅｓ ａｎｄ ｖｉｄｅｏ
ｓ， ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ ｔｒａｉｎｉｎｇ ｗｏｒｋｓｈｏｐｓ ａｎｄ ａｎｉｍａｔ
ｅｄ ｔｒａｉｎｉｎｇ； ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｉｎ ｔｈｅ ｕｓｅ ｏｆ ｅｓｓ
ｅｎｔｉａｌ ｏｉｌｓ ａｎｄ ｖｅｇｅｔａｂｌｅ ｏｉｌｓ．
Ｃｌａｓｓ

４２

Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎｓ ａｎｄ ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｓ ｉｎ ｔｈｅ ｆｉｅｌｄｓ
ｏｆ ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ｐｒｏｖｉｄｅｄ ｂｙ ｅｎｇｉ
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ｎｅｅｒｓ； ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ ｎｅｗ ｐｒｏ
ｄｕｃｔｓ ｆｏｒ ｏｔｈｅｒｓ； ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ ｆｏｒ ｃｏｍｐｕｔｅｒ
ｓ； ｃｏｎｓｕｌｔａｎｃｙ ｉｎ ｔｈｅ ｆｉｅｌｄ ｏｆ ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｈａ
ｒｄｗａｒｅ ａｎｄ ｓｏｆｔｗａｒｅ； ｓｔｙｌｉｎｇ （ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ｄ
ｅｓｉｇｎ）； ｔｅｃｈｎｉｃａｌ ｐｒｏｊｅｃｔ ｓｔｕｄｉｅｓ； ｓｏｆｔｗａｒ
ｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ （ｄｅｓｉｇｎ）； ｃｒｅａｔｉｏｎ ａｎｄ ｍａｉｎｔ
ｅｎａｎｃｅ ｏｆ ｗｅｂ ｓｉｔｅｓ ｆｏｒ ｏｔｈｅｒｓ； ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ
ｏｆ ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｐｒｏｇｒａｍｓ ａｎｄ ｄａｔａ （ｏｔｈｅｒ ｔｈａｎ
ｐｈｙｓｉｃａｌ ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ）； ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ ｏｆ ｄｏｃｕｍｅ
ｎｔｓ ｆｒｏｍ ａ ｐｈｙｓｉｃａｌ ｍｅｄｉｕｍ ｔｏ ａｎ ｅｌｅｃｔｒｏｎｉ
ｃ ｍｅｄｉｕｍ； ｈｏｓｔｉｎｇ ｏｆ ｗｅｂ ｓｉｔｅｓ； ｖｅｈｉｃｌｅ ｒｏ
ａｄｗｏｒｔｈｉｎｅｓｓ ｔｅｓｔｉｎｇ； ｄｅｓｉｇｎ ｏｆ ｉｎｔｅｒｉｏｒ ｄ
ｅｃｏｒ； ｐａｃｋａｇｉｎｇ ｄｅｓｉｇｎ ｓｅｒｖｉｃｅｓ； ｒｅｓｅａｒｃｈ
ｉｎ ｔｈｅ ｆｉｅｌｄ ｏｆ ｃｏｓｍｅｔｉｃ ａｎｄ ａｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙ
ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｏｔｈｅｒｓ； ｃｈｅｍｉｃａｌ ａｎｄ
ｂａｃｔｅｒｉｏｌｏｇｉｃａｌ ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ ａｎａｌｙｓｉｓ； ｄｅｓ
ｉｇｎ ａｎｄ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ ｓｏｆｔｗａｒｅ ｆｏｒ ｃｏｓｍｅｔ
ｉｃ ａｎｄ ａｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙ ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ； ｈｏｓｔｉｎｇ
ｗｅｂｓｉｔｅｓ ｆｏｒ ｏｔｈｅｒｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｓａｌｅ ｏｆ ｅｓｓｅｎｔ
ｉａｌ ｏｉｌｓ， ｖｅｇｅｔａｂｌｅ ｏｉｌｓ， ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ， ａｂｓｏｌ
ｕｔｅｓ ａｎｄ ａｌｌ ｒｅｌａｔｅｄ ｐｒｏｄｕｃｔｓ ａｎｄ ｄｅｒｉｖａｔｉ
ｖｅｓ．
Ｃｌａｓｓ

４４

Ｇａｒｄｅｎｉｎｇ； ｔｒｅｅ ｓｕｒｇｅｒｙ； ｗｅｅｄ ｋｉｌｌｉｎｇ； ｖｅｒ
ｍｉｎ ｅｘｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ ｆｏｒ ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ， ｈｏｒｔｉｃｕ
ｌｔｕｒｅ ａｎｄ ｆｏｒｅｓｔｒｙ； ｍｅｄｉｃａｌ ｓｅｒｖｉｃｅｓ； ｖｅｔｅ
ｒｉｎａｒｙ ｓｅｒｖｉｃｅｓ； ｍｅｄｉｃａｌ ａｎｄ ｂｅａｕｔｙ ｔｒｅａｔｍ
ｅｎｔｓ ｆｏｒ ｈｕｍａｎ ｂｅｉｎｇｓ ａｎｄ ａｎｉｍａｌｓ； ｈｏｓｐｉｔａ
ｌ ｓｅｒｖｉｃｅｓ； ｎｕｒｓｉｎｇ ｈｏｍｅｓ； ｐｌａｓｔｉｃ ｓｕｒｇｅｒ
ｙ； ｂｅａｕｔｙ ｓａｌｏｎｓ； ｈａｉｒｄｒｅｓｓｉｎｇ ｓａｌｏｎｓ； ｐｅｔ
ｇｒｏｏｍｉｎｇ； ｍｅｄｉｃａｌ ａｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙ ｓｅｒｖｉｃｅｓ ａｎ
ｄ ａｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙ ａｄｖｉｃｅ， ａｄｖｉｃｅ ｉｎ ｔｈｅ ｕｓｅ ｏ
ｆ ｈｏｍｅ－ｍａｄｅ ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ， ｖｉａ ｏｎｌｉｎｅ ｔｒａｉｎｉｎ
ｇ， ｄｏｗｎｌｏａｄａｂｌｅ ｒｅｃｉｐｅｓ ａｎｄ ｖｉｄｅｏｓ， ｃｏｓｍｅｔ
ｉｃ ｔｒａｉｎｉｎｇ ｗｏｒｋｓｈｏｐｓ ａｎｄ ａｎｉｍａｔｅｄ ｔｒａｉｎｉｎ
ｇ．
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務の訳（参考）】
第３類
洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤，せっけん，香水，精油，化粧品，ヘアーローショ
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ン，歯磨き，脱毛剤，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，精油を染み込ませた玉砂利，シャワージェル用剤，マッサージ用ジェ
ル及びせっけん（それらの製剤における精油及び植物性油脂を含む。），美容用植物
性油脂及び精油，精油
第５類
薬剤（医薬用のもの）及び獣医科用剤，医療用の衛生用品，医療用又は獣医科用の食
餌療法用食品及び物質，乳児用食品，人用栄養補助食品・動物用のサプリメント（薬
剤に属するものを除く。），包帯，消毒剤，薬用入浴剤，薬草，膏薬，歯科用充てん
材料及び歯科用印象材，有害動物駆除剤，殺菌剤、除草剤，医療用化学薬剤及び医薬
用化学剤，医療用薬草茶，駆虫剤，医療用天然物質
第１１類
精油用電気式噴霧器
第２１類
家庭用又は台所用の器具及び容器，くし及びスポンジ，ブラシ（絵筆及び塗装用ブラ
シを除く。），手動清掃用具，瓶，化粧用具又は化粧品入れ，ガラス製容器，精油用
香炉（電気式のものを除く）
第２９類
植物油
第４１類
手作り化粧品に関する知識の教授（オンラインによる訓練・ダウンロード可能なレシ
ピ及びビデオ・化粧品訓練用研修会及びアニメによる訓練経由によるもの），精油及
び植物油の使用に関する教授
第４２類
技術者により提供される科学及び技術の分野での査定及び評価，受託による新製品の
研究開発，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，コンピュータの設計に関
する助言及びコンピュータソフトウエアの設計・作成又は保守に関する助言，工業デ
ザインにおける装飾の考案，技術的課題の研究，コンピュータソフトウェアの開発
（設計），第三者のためのウェブサイトの制作及び保守，コンピュータプログラム及
びデータの変換（物理的変換を除く。），文書の物理的媒体から電子媒体への変換，
ウェブサイトのホスティング，乗物の道路走行適正試験，室内装飾のデザインの考
案，包装デザインの考案，化粧品及びアロマテラピーの調合に関する研究（他人のた
めのこと），化学及び細菌学に関する研究及び分析，化粧品用及びアロマテラピーの
調合用のソフトウエアの設計及び開発，精油・植物性油脂・化粧品・アブソリュート
及び全ての関連した製品及び派生品の販売のためのウェブサイトのホスティング（他
人のためのこと）
第４４類
庭の手入れ，樹木への施術，雑草の除去，有害動物の駆除（農業・造園・林業に関す
るもの），医業，動物の治療，人及び動物のための医業及び美容，医業，療養施設ま
たは看護施設における治療・介護・栄養の指導，形成外科医業，美容，理容・美容，
7

愛玩動物の美容，医療用アロマテラピーの提供及びアロマテラピーに関する助言，ホ
ームメイド化粧品の使用についての助言（オンライントレーニング・ダウンロード可
能なレシピ及びビデオ・化粧品に関する訓練研修会及び動画による訓練を通じたもの）
（８２２）【基礎登録】
【登録番号】１２

３

９３５

２８７

【登録日】平成２５年８月３０日（２０１３．８．３０）
【国・地域又は機関】ＦＲ（フランス）
（７３２）【商標権者】
【氏名又は名称】ＨＹＴＥＣＫ
【住所又は居所】４２

ａｖｅｎｕｅ

Ｊｕｌｉｅｎ

Ｆ－６３０００

ＣＬＥＲＭ

ＯＮＴ－ＦＥＲＲＡＮＤ（Ｆｒａｎｃｅ）
【審査官】阿曾

裕樹

（５６１）【称呼（参考情報）】アロマゾーン、ゾーン、エキスパートナチュレルエ
ンソワンアンドボーテ、エキスパートナチュレルエンソワンボーテ、エキスパートナ
チュレル、ナチュレル、エンソワンアンドボーテ、エンソワンボーテ、エンソワン、
ソワン、ボーテ、ビューテ、ビュート
【検索用文字商標（参考情報）】ＡＲＯＭＡＺＯＮＥ、ＥＸＰＥＲＴＮＡＴＵＲＥＬ
ＥＮＳＯＩＮＳ＆ＢＥＡＵＴＥ
【類似群コード（参考情報）】
第３類

０１Ａ０１、０１Ａ０２、０４Ａ０１、０４Ｂ０１、０４Ｃ０１、０４Ｄ０１

第５類

０１Ｂ０１、０１Ｂ０２、０１Ｃ０１、０１Ｃ０３、３２Ｆ１５、３２Ｆ１

６、３２Ｆ１７、３３Ｂ０１
第１１類

０９Ｅ１１、１１Ａ０６

第２１類

１１Ａ０７、１３Ｂ０４、１７Ａ０８、１８Ｃ０２、１８Ｃ０９、１８Ｃ

１０、１８Ｃ１３、１９Ａ０１、１９Ａ０３、１９Ａ０４、１９Ａ０５、１９Ａ０
６、１９Ｂ３３、１９Ｂ３７、２０Ｆ０１、２１Ｆ０１、２２Ａ０２
第２９類

３１Ｃ０１

第４１類

４１Ａ０１

第４２類

４２Ｎ０３、４２Ｐ０１、４２Ｐ０２、４２Ｑ０１、４２Ｑ０２、４２Ｑ

０３、４２Ｑ９９、４２Ｘ１１
第４４類

４２Ｃ０１、４２Ｌ０１、４２Ｍ０１、４２Ｍ０２、４２Ｖ０１、４２Ｖ

０２、４２Ｖ０３、４２Ｖ０４、４２Ｗ０２
（５３１）【ウィーン分類（参考情報）】５．３．１１；５．３．１３；５．３．１
５；２６．４．４；２６．４．４．１；２６．４．５；２６．４．６；２６．７．２
５；２６．１１．１；２６．１１．１２；２９．１．
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