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Logomark̲sample

Naming concept

Naming Plan

P1

R

下記の4つのキーワードに準じて、新業態開発 ナチュラル衣料雑貨ショップ ネーミングコンセプトを設定。

R

H

Relax（くつろぎ）

E

Healing（癒し）

H

Ecology（環境）

Design Plan

P2

① Relucbloom リラクブルーム

R

relaxリラックス+ bloom（花が咲く・まっさかり・栄える）の造語。
まるで花につつまれるようなリラックスを提供してくれる衣料&雑貨ショップの意から考案。
類似呼称〈3 件〉

1. 登録 4636192 リラクプルジェ＼ｒｅｌｕｃｐｕｒｕｊｅ 08 リラクプルジェ
2. 登録 4673895 リラクプルジェ＼ｒｅｌｕｃｐｕｒｕｊｅ 08 リラクプルジェ
3. 登録 4704304 リラクプルジェ＼ｒｅｌｕｃｐｕｒｕｊｅ 08 リラクプルジェ

Relax（くつろぎ）

Relucbloom リラクブルーム

「relaxリラックス+ bloom（花が咲く・まっさかり・栄える）の造語。
まるで花につつまれるようなリラックスを提供してくれる衣料&雑貨ショップ」
を例に、Mark及びLogotypeを考案しました。
デザインのポイントは、
「R」。曲線Rを女性に見立て、花で幸せ感を表現しました。

② ReposPlaire ルポプレール

Lohas

P7

Relax（くつろぎ） 野に咲く花のやさしさにつつまれ、
笑みがこぼれるような元気と安らぎをあたえてくれるデザイン。

reposルポ（フランス語：安らぎ・休息）+ plaireプレール（フランス語：気に入る）の造語。私のお気に入りの安らぎ衣料&雑貨ショップの意から考案。
類似呼称〈2 件〉
1. 登録 1396635 ￠Ｌｕｉ Ｆｒｅｒｅｓ＼ルイフレ−ル 08 ルイフレール
2. 登録 2239374 Ｐ３−ｌｕｂｏｋｌａｒ 03 ルーボクラー , ルーボクラル , ピーサンルーボクラー , ピーサンルーボクラル

（健康と環境、維持可能な社会生活を心がける生活スタイル）
LOHAS＝ Lifestyles of Health and Sustainability

③ EaseasonMade イーズンメード

easeイーズ（安楽・くつろぎ）+ seasonシーズン（四季）+ made（メード）の造語。四季を通じてリラックスできる商品を提供する衣料&雑貨ショップの意から考案。
類似呼称〈0 件〉

④ Relucourage リラクラージュ

relaxリラックス+ courageクラージュ
（フランス語：元気）の造語。私を元気にしてくれる衣料&雑貨ショップの意から考案。

〈考え方〉

類似呼称〈2 件〉
1. 登録 4505087 §Ｒｅｌａｘａｇｅ＼リラクサージュ 08 リラクサージュ
2. 登録 4999276 ＳＯＩＮ ＲＥＬＡＸＡＧＥ 08 ソワンリラクサージュ , ソアンリラクサージュ , ソインリラクセージ , ソインリラックスエージ , ソワン , ソアン , リラクサージュ , リラクセージ , リラックスエージ , ソイン

アートとしての暮らし

⑤ Relucouturier リラクテリエ

relaxリラックス+ couturierクテリエ（フランス語：婦人服のデザイナー・仕立人）の造語。
リラックスをデザインしてくれる衣料&雑貨ショップの意から考案。

暮らしをどのようにクリエイトするか。鮮度あるアートな衣料&雑貨を生活に。

類似呼称〈0 件〉

⑥ RisaLife

優しい日常生活

リサライフ

risaリサ
（スペイン語：笑い声）
+ sala
（スペイン語：部屋・広間）
+Lifeライフの造語。
笑い声がたえないくつろぎ感につつまれた商品を提供してくれる衣料&雑貨ショップの意から考案。
類似呼称〈6 件〉
1. 登録 2500846 リアライブ＼ＲＥＡＬＩＶＥ 08 リアライブ
2. 登録 4624172 ＲＥＡＬＩＶＥ ＧＯＬＦ 08 リアライブゴルフ , リアライブ , リアリブ
3. 登録 4624173 §Ｒ∞ＥＡＬｉＶＥ＼ＧＯＬＦ 08 リアライブゴルフ , リアライブ , リアリブ , イーリブゴルフ , イーリブ , イーライブ
4. 登録 5108505 §ＲＥＡＬＩＶＥ 08 リアライブ , レアライブ , リアリブ , レアリブ
5. 登録 5131159 Ｌｉｖａｌｉｖｅ＼ＬＩＶＡＬＩＶＥ 08 リバライブ , リバリブ
6. 登録 5157728 ＬＩＶＥＲ ＬＩＦＥ＼レバーライフ 08 レバーライフ , リバーライフ

ベーシックでシンプルな暮らし。やみくもに主張しない心地良いNewBasic。

あたりまえの健康と自然を感じる暮らし

⑦ BlissfuRoom ブレスフルーム

blissfulブレスフル（幸福に満ちあふれた）+roomルームの造語。幸せに満ちあふれた私だけのリラックスの意から考案。

心と体はよりヘルシーに。
自分らしい衣料&雑貨につつまれる。

類似呼称〈13 件〉
1. 登録 2263628 ＢＲＥＳＳＥ＼ＢＬＥＵ 03 ブレスブルー , ブレス
2. 登録 2556693 プレススル−バッグ＼ＰＲＥＳＳ ＴＨＲＯＵＧＨ ＢＡＧ 03 プレススルーバック , プレススルー
3. 登録 4312912 Ｐｒｅｓｓａｌｌ＼プレスオール 04 プレスオール , プレソール
4. 登録 4410139 ブレススルー＼ＢＲＥＡＴＨ ＴＨＲＯＵＧＨ 03 ブレススルー
5. 登録 4458171 ＰＲＥＳＳＰＲＯＯＦ 08 プレスプルーフ , プレス
6. 登録 4480592 ＢＲＥＡＴＨＷＯＯＬ＼ブレスウール 04 ブレス , ブレスウール
7. 登録 4601547 ＢＲＥＳＳＥ ＢＬＥＵ＼ブレス・ブルー 03 ブレスブルー , ブレス
8. 登録 4799365 ＦＲＥＳ＼ＦＲＵＳ 08 フレズフルズ , フレズ , フルズ , フラズ , フレスフラス , フレス , フラス
9. 登録 4803208 ＢＬＥＳＦＵＬ＼ブレスフル 04 ブレスフル
10. 登録 5126841 ブレス ウォール．グリーン 04 ブレスウオールグリーン , ブレスウオール , ブレス
11. 登録 5149751 ブレスフル＼ＢＬＥＳＦＵＬ 04 ブレスフル
12. 国際登録 0838199 国内登録済 ＢＲＥＳＳＥ＼ＢＬＥＵ∞ＢＲＥＳＳＥ＼ＢＬＥＵ 03 ブレスブルー , ブレッセブルー , ブレス , ブレッセ
13. 国際登録 0903190 国内登録済 ＦＲＥＳＨ ＢＬＯＯＭ 08 フレッシュブルーム , フレッシュ , ブルーム

〈ネーミングコンセプト〉

ココロとカラダに優しい、NewBasicなナチュラル衣料&雑貨ショップ

●特許庁呼称検索/区分35類

Design concept

R

H

Relax（くつろぎ）

E

Healing（癒し）

Design Plan

Healing

人の心を和ます柔らかな輪のような、心地良いぬくもりを感じるデザイン。

Ecology

安心、納得、
シンプルでプラスアルファの感じるデザイン。

Lohas

健康と環境意識の輪の広がりを感じるデザイン。

Waongi

Naming concept

H

Healing（癒し）

E

P9

Ecology（環境） 安心、
納得、
シンプルでプラスアルファの感じるデザイン。
BpluStyle ビプラスタイル

「「美」+plusプラス
（エコ・くつろぎ）+ styleスタイルの造語。
シンプルが美しい、エコ&くつろぎスタイルの衣料&雑貨ショップBpluStyle」
を例に、Mark及びLogotypeを考案しました。
デザインのポイントは、
「B」
と
「+」の組み合わせ、及びエコをあらわす太陽を黄色い円で表現しました。※小さな黄色の丸は、太陽の放射を具象化です。

Natural & Relax

Naming Plan

P1

character̲sample
R

Ecology（環境）

E

わおんぎ 和温着

「和みとぬくもりを身に着けるをテーマとしたWaongi」
を例に、Logotypeを考案しました。

下記の4つのキーワードに準じて、新業態開発 ナチュラル衣料雑貨ショップ ネーミングコンセプトを設定。

Relax（くつろぎ）

Design Plan

P8

Healing（癒し） 人の心を和ます柔らかな輪のような、
心地良いぬくもりを感じるデザイン。

Lohas

（健康と環境、維持可能な社会生活を心がける生活スタイル）
LOHAS＝ Lifestyles of Health and Sustainability

野に咲く花のやさしさにつつまれ、笑みがこぼれるような
元気と安らぎをあたえてくれるデザイン。

イズミヤカード株式会社

H

H

Ecology（環境）

Relax

R
miyoca

類似コード35K01より調査済み（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）

P6

Relax（くつろぎ）

H

R

relaxリラックス+ bloom（花が咲く・まっさかり・栄える）の造語。
まるで花につつまれるようなリラックスを提供してくれる衣料&雑貨ショップの意から考案。
類似呼称〈3 件〉

1. 登録 4636192 リラクプルジェ＼ｒｅｌｕｃｐｕｒｕｊｅ 08 リラクプルジェ
2. 登録 4673895 リラクプルジェ＼ｒｅｌｕｃｐｕｒｕｊｅ 08 リラクプルジェ
3. 登録 4704304 リラクプルジェ＼ｒｅｌｕｃｐｕｒｕｊｅ 08 リラクプルジェ

② ReposPlaire ルポプレール

Lohas

Design Plan

P2

① Relucbloom リラクブルーム

やりくり君

Relucbloom リラクブルーム

「relaxリラックス+ bloom（花が咲く・まっさかり・栄える）の造語。
まるで花につつまれるようなリラックスを提供してくれる衣料&雑貨ショップ」
を例に、Mark及びLogotypeを考案しました。
デザインのポイントは、
「R」。曲線Rを女性に見立て、花で幸せ感を表現しました。

reposルポ（フランス語：安らぎ・休息）+ plaireプレール（フランス語：気に入る）の造語。私のお気に入りの安らぎ衣料&雑貨ショップの意から考案。
類似呼称〈2 件〉
1. 登録 1396635 ￠Ｌｕｉ Ｆｒｅｒｅｓ＼ルイフレ−ル 08 ルイフレール
2. 登録 2239374 Ｐ３−ｌｕｂｏｋｌａｒ 03 ルーボクラー , ルーボクラル , ピーサンルーボクラー , ピーサンルーボクラル

（健康と環境、維持可能な社会生活を心がける生活スタイル）
LOHAS＝ Lifestyles of Health and Sustainability

P7

Relax（くつろぎ） 野に咲く花のやさしさにつつまれ、
笑みがこぼれるような元気と安らぎをあたえてくれるデザイン。

③ EaseasonMade イーズンメード

easeイーズ（安楽・くつろぎ）+ seasonシーズン（四季）+ made（メード）の造語。四季を通じてリラックスできる商品を提供する衣料&雑貨ショップの意から考案。
類似呼称〈0 件〉

④ Relucourage リラクラージュ

relaxリラックス+ courageクラージュ
（フランス語：元気）の造語。私を元気にしてくれる衣料&雑貨ショップの意から考案。

〈考え方〉

類似呼称〈2 件〉
1. 登録 4505087 §Ｒｅｌａｘａｇｅ＼リラクサージュ 08 リラクサージュ
2. 登録 4999276 ＳＯＩＮ ＲＥＬＡＸＡＧＥ 08 ソワンリラクサージュ , ソアンリラクサージュ , ソインリラクセージ , ソインリラックスエージ , ソワン , ソアン , リラクサージュ , リラクセージ , リラックスエージ , ソイン

アートとしての暮らし

⑤ Relucouturier リラクテリエ

relaxリラックス+ couturierクテリエ（フランス語：婦人服のデザイナー・仕立人）の造語。
リラックスをデザインしてくれる衣料&雑貨ショップの意から考案。

暮らしをどのようにクリエイトするか。鮮度あるアートな衣料&雑貨を生活に。

類似呼称〈0 件〉

⑥ RisaLife

優しい日常生活

リサライフ

risaリサ
（スペイン語：笑い声）
+ sala
（スペイン語：部屋・広間）
+Lifeライフの造語。
笑い声がたえないくつろぎ感につつまれた商品を提供してくれる衣料&雑貨ショップの意から考案。
類似呼称〈6 件〉
1. 登録 2500846 リアライブ＼ＲＥＡＬＩＶＥ 08 リアライブ
2. 登録 4624172 ＲＥＡＬＩＶＥ ＧＯＬＦ 08 リアライブゴルフ , リアライブ , リアリブ
3. 登録 4624173 §Ｒ∞ＥＡＬｉＶＥ＼ＧＯＬＦ 08 リアライブゴルフ , リアライブ , リアリブ , イーリブゴルフ , イーリブ , イーライブ
4. 登録 5108505 §ＲＥＡＬＩＶＥ 08 リアライブ , レアライブ , リアリブ , レアリブ
5. 登録 5131159 Ｌｉｖａｌｉｖｅ＼ＬＩＶＡＬＩＶＥ 08 リバライブ , リバリブ
6. 登録 5157728 ＬＩＶＥＲ ＬＩＦＥ＼レバーライフ 08 レバーライフ , リバーライフ

ベーシックでシンプルな暮らし。やみくもに主張しない心地良いNewBasic。

あたりまえの健康と自然を感じる暮らし

⑦ BlissfuRoom ブレスフルーム

blissfulブレスフル（幸福に満ちあふれた）+roomルームの造語。幸せに満ちあふれた私だけのリラックスの意から考案。

心と体はよりヘルシーに。
自分らしい衣料&雑貨につつまれる。

類似呼称〈13 件〉
1. 登録 2263628 ＢＲＥＳＳＥ＼ＢＬＥＵ 03 ブレスブルー , ブレス
2. 登録 2556693 プレススル−バッグ＼ＰＲＥＳＳ ＴＨＲＯＵＧＨ ＢＡＧ 03 プレススルーバック , プレススルー
3. 登録 4312912 Ｐｒｅｓｓａｌｌ＼プレスオール 04 プレスオール , プレソール
4. 登録 4410139 ブレススルー＼ＢＲＥＡＴＨ ＴＨＲＯＵＧＨ 03 ブレススルー
5. 登録 4458171 ＰＲＥＳＳＰＲＯＯＦ 08 プレスプルーフ , プレス
6. 登録 4480592 ＢＲＥＡＴＨＷＯＯＬ＼ブレスウール 04 ブレス , ブレスウール
7. 登録 4601547 ＢＲＥＳＳＥ ＢＬＥＵ＼ブレス・ブルー 03 ブレスブルー , ブレス
8. 登録 4799365 ＦＲＥＳ＼ＦＲＵＳ 08 フレズフルズ , フレズ , フルズ , フラズ , フレスフラス , フレス , フラス
9. 登録 4803208 ＢＬＥＳＦＵＬ＼ブレスフル 04 ブレスフル
10. 登録 5126841 ブレス ウォール．グリーン 04 ブレスウオールグリーン , ブレスウオール , ブレス
11. 登録 5149751 ブレスフル＼ＢＬＥＳＦＵＬ 04 ブレスフル
12. 国際登録 0838199 国内登録済 ＢＲＥＳＳＥ＼ＢＬＥＵ∞ＢＲＥＳＳＥ＼ＢＬＥＵ 03 ブレスブルー , ブレッセブルー , ブレス , ブレッセ
13. 国際登録 0903190 国内登録済 ＦＲＥＳＨ ＢＬＯＯＭ 08 フレッシュブルーム , フレッシュ , ブルーム

〈ネーミングコンセプト〉

ココロとカラダに優しい、NewBasicなナチュラル衣料&雑貨ショップ

●特許庁呼称検索/区分35類

Design concept

R

Relax（くつろぎ）

H

Healing（癒し）

E

Ecology（環境）

類似コード35K01より調査済み（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）

Design Plan

P6

H

Lohas

（健康と環境、維持可能な社会生活を心がける生活スタイル）
LOHAS＝ Lifestyles of Health and Sustainability

Relax

野に咲く花のやさしさにつつまれ、笑みがこぼれるような
元気と安らぎをあたえてくれるデザイン。

Healing

人の心を和ます柔らかな輪のような、心地良いぬくもりを感じるデザイン。

Ecology

安心、納得、
シンプルでプラスアルファの感じるデザイン。

Lohas

健康と環境意識の輪の広がりを感じるデザイン。

H

Healing（癒し） 人の心を和ます柔らかな輪のような、
心地良いぬくもりを感じるデザイン。
Waongi

わおんぎ 和温着

「和みとぬくもりを身に着けるをテーマとしたWaongi」
を例に、Logotypeを考案しました。

Natural & Relax

Design Plan

P8

E

P9

Ecology（環境） 安心、
納得、
シンプルでプラスアルファの感じるデザイン。
BpluStyle ビプラスタイル

「「美」+plusプラス
（エコ・くつろぎ）+ styleスタイルの造語。
シンプルが美しい、エコ&くつろぎスタイルの衣料&雑貨ショップBpluStyle」
を例に、Mark及びLogotypeを考案しました。
デザインのポイントは、
「B」
と
「+」の組み合わせ、及びエコをあらわす太陽を黄色い円で表現しました。※小さな黄色の丸は、太陽の放射を具象化です。

