
（別紙）

年月日 掲載媒体 取り上げられ方等 証拠等

S55 「mybest」というウェブサイト
「日本のマタニティ専門メーカーであるローズマダム」は，「出産前はサポートベルトとして，出産後は骨盤矯正ベルトとして使え」る「ワン
タッチ妊婦帯」の販売を開始した。

乙14

S62.1.20（発行日） プログレッシブ英和中辞典（第２版）
「belt」は，「帯」や「バンド」などという意味を有する単語として，「maternity」は，「産婦〔妊婦〕の」などという意味を有する単語としてそれぞ
れ記載されている。

乙6

H13 トコちゃんベルトの製造販売会社のウェブサイト 「妊娠初期から産後まで使用できる…腰痛緩和ベルト」であるトコちゃんベルトⅠの販売が開始された。 乙3の1

H13.12.18（発行日） 商品・サービス国際分類表＜第８版＞ 「Maternity belts」の日本語訳は，「腹帯」とされている。 乙4

H15.8 トコちゃんベルトの製造販売会社のウェブサイト 「妊娠初期から産後まで使用できる…腰痛緩和ベルト」であるトコちゃんベルトⅡの販売が開始された。 乙3の1

H18.5.19（投稿日）
「We Love リラックマ☆ダラダラリラックスのまいにち」という
掲示板

「妊婦なので，マタニティベルトよりか，お腹を圧迫しないようにするために装着してます」という書込みがされた。 乙30の6

H21.12.30（投稿日） 「かな吉」という者の個人ブログ
「最近の私のお腹（２０ｗ）」と題する記事に対するコメントに対し，「この時はマタニティベルト？サポーター？してます」などという返答がさ
れていた。

乙30の3

H22.4.5（投稿日） 「matanitei」という者の個人ブログ 「マタニティベルトについて書いてみました」と題する記事が投稿された。 乙30の5

H22.7.3（投稿日） YAHOO!知恵袋
「マタニティベルトやガードルについて，妊娠１６週目の初マタで（以下不詳）」と題する質問の中で，「ガードルは高いので使いまわせるマ
タニティベルトがいいでしょうか。それとももうトコちゃんベルト？」などという記載がされていた。

乙12

H22.9.15（発売日） 妊産婦向け雑誌である「妊すぐ10月号」 「産後も長く使える優秀な３点セット」などと銘打たれていたパジャマが紹介されていた。 乙49の6

H23.6.13（発売日） 妊すぐ（赤すぐ7月号臨時増刊） 「妊娠中から産後，赤ちゃんまで長く使える抱きマクラ」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙49の8

H23.9.13（発売日） 妊すぐ（赤すぐ１０月号臨時増刊） 「産後まで長く使える！授乳にも使える抱きまくら」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙49の7

H24.2.29（発売日） 電子商店街である「Amazon」 「Maternity ベルト」という商品の取扱いが開始された。 乙29の2

H24.3.13（発売日） 妊すぐ（赤すぐ４月号臨時増刊） 「産後も長く使えるレギンスつき」などと銘打たれていたパジャマが紹介されていた。 乙49の10

H24.5.7（掲載日） 「ねねこ」という者の個人ブログ
「【１６Ｗ６Ｄ】検診行ってきました，と腹帯について」と題する記事の中で，「妊娠後期でほんとうにお腹が大きくなってくるとお腹を支えるマ
タニティベルトがすごく役に立ちました」などという記載がされていた。

乙11の1・2

H24.6.18（投稿日） 「yurippe」という者の個人ブログ 「妊娠中の腰痛対策，マタニティベルト」と題する記事が投稿された。 乙30の4

H24.9.13（発売日） 妊すぐ（赤すぐ１０月号臨時増刊）
「肌あたりがやさしく産前産後と長く使える」などと銘打たれていたブラジャーや，「産前から産後まで長く使えるロング抱きまくら」などと銘
打たれていた商品や，「産後も長く使える優秀な３点セット」などと銘打たれていたパジャマが紹介されていた。

乙49の9

H24 トコちゃんベルトの製造販売会社のウェブサイト 「妊娠初期から産後まで使用できる…腰痛緩和ベルト」であるトコちゃんベルトⅢの販売が開始された。 乙3の1

H25.3.13（発売日） 妊すぐ（赤すぐ４月号臨時増刊） 「産前から産後まで長く使えるロング抱きまくら」などと銘打たれていた商品が紹介されていた。 乙49の11

H25.6.13（発売日） 妊すぐ（赤すぐ7月号臨時増刊） 「妊娠初期から産後まで長～く使える」とか，「産前産後兼用で長～くはける！」などと銘打たれていたパンツが紹介されていた。 乙49の5

H25.10.11（掲載日） 「Ｐ１」という者の個人ブログ
「ついに登場！　これがないと妊娠中は歩けませんでした！！」と題する記事の中で，「さまざまなタイプのマタニティベルトを試しました
が，どれも，弱くて，あまり持ち上げてくれず，物足りなくて，結局使っていなかったり」していたなどという記載がされていた。

乙10

H26.1 原告は，商品パッケージに「なが～く使える　マタニティベルト」という商品表示を含んだ妊産婦用腹帯である原告商品の販売を開始した。 甲4

H26.1.8（発売日） Amazon 「Dynamix Ortho Maternity Belt」という商品の取扱いが開始された。 乙29の1

H26.1.12（発売日）
妊産婦向け雑誌である「たまごクラブ２月号」（印刷証明付き
発行部数：９万１８００部）

原告商品が「犬印妊娠中も出産後もなが～く使えるマタニティベルト」として紹介されており，「妊娠中から必要な骨盤ケアのために，さらに
出産後もしっかりケアできる。犬印本舗のアイデア商品。『なが～く使えるマタニティベルト』」などと銘打たれていた。

甲6，7の1

H26.1.12（発売日）
妊産婦向け雑誌である「Ｐｒｅ－ｍｏ春号」（印刷証明付き発
行部数：５万４２００部）

原告商品が「犬印妊娠中も出産後もなが～く使えるマタニティベルト」として紹介されており，「妊娠中から必要な骨盤ケアのために，さらに
出産後もしっかりケアできる。犬印本舗のアイデア商品。『なが～く使えるマタニティベルト』」などと銘打たれていた。

甲6，7の2

本件事実経過一覧表
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H26.1.28（アップロード日） 動画投稿サイトである「You Tube」
原告は，「なが～く使えるマタニティベルト」として原告商品の広告動画をアップロードした（なお，その後視聴回数は５万２１６５回に上っ
た。）。

甲11

H26.4.15（発売日） Ｐｒｅ－ｍｏ夏号

原告商品が「犬印本舗なが～く使えるマタニティベルト」として紹介されており，「妊娠中➡産後まで使えるマタニティベルト登場！」及び
「骨盤ケアや腰痛対策に便利なマタニティベルトが新登場！妊娠中から産後まで，これ１本でＯＫ」などと銘打たれ，「妊娠中からマタニ
ティベルトが必要って知ってた？」，「マタニティベルトって何のためにつけるの？」という質問に対し，「このマタニティベルトは，妊娠・出産
で緩んだ恥骨結合部分を含む骨盤関節と靱帯を支え，体の軸をサポートする骨盤ベルト」であるという回答が，「産後専用の骨盤ベルトと
は何が違うんですか？」という質問に対し，「このマタニティベルトは，足のつけ根部分にくい込みにくいカッティングや背面のバッククロス
構造…など，妊娠中から使えるようにさまざまな工夫が施されています」という回答が，それぞれ記載されていた。

甲8の1

H26.6.13（発売日）
「たまごクラブ７月号」の通販カタログである「ピーススマイル
２０１４年春夏号」

「ささえ帯・ベルト」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」として紹介されていた。 甲8の3

H26.6.17（掲載日） 「竹（ちく）」という者の個人ブログ
「トコちゃんベルトに遂に手を出した」と題する記事の中で，「他の市販のマタニティベルトとか見てみたけど，明らかに産前と産後で別々の
使うっぽい」などという記載がされていた。

乙9

H26.7.10（掲載日） 「eightdays」という者の個人ブログ
「トコちゃんベルトの謎」と題する記事の中で，「妊婦帯とかマタニティベルトとかサポートガードルとか名称や形態は様々ですが，下腹部に
装着してお腹を支え，足腰の負担を和らげるという用途は同じです」などと記載されていた。

乙30の1

H26.7.15（発売日） Ｐｒｅ－ｍｏ秋号
原告商品が「犬印本舗×プレモなが～く使えるマタニティベルト」として紹介されており，「妊娠中から産後まで，これ１本でＯＫなベルトが
登場！！」などと銘打たれ，「マタニティベルトって何のためにつけるの？」という質問に対し，「このマタニティベルトは，妊娠・出産でゆる
んだ恥骨結合部分を含む骨盤関節と靱帯を支え，体の軸をサポートする骨盤ベルト」という回答が記載されていた。

甲8の2

H26.8.15（起案日） 拒絶理由通知書

原告商標に係る商標登録出願について，拒絶の理由として，「その構成中に『マタニティベルト』の文字を有してなるものですから，これを
本願指定商品中の前記文字に照応する商品（例えば，妊婦用腹帯，妊婦用の腰保護ベルト）以外の商品に使用するときは，商品の品質
について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めます。したがって，この商標登録出願に係る商標は，商標法第４条第１項第１６号に該
当します」というものが通知された。

乙7

H26.9.13（発売日） たまごクラブ10月号
「リフォーム下着」である「骨盤ベルト」の１つとして「トコちゃんベルトⅡ」が紹介されており，「妊娠中から使える」と銘打たれ，「妊娠中～産
後の緩んだ骨盤の後ろ側を支え，腰を安定させ」るとされていた。

甲16の2

H26.11.14（登録日） 原告商標が登録された。 甲11

H26（発売年，月日は不
詳）

「妊娠期から産後までの『すべて』が揃うカタログ」と銘打た
れている通販カタログである「mama&baaby for maternity」

「ベルト型」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」として紹介されていた。 甲8の4

H27.1.1（発売日） 妊産婦向け雑誌である「初めてのたまごクラブ冬号」
「ささえ帯」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」として紹介されており，「妊娠中から産後まで骨盤ケアに長く使えま
す」などと銘打たれていた。

甲16の9

H27.1.15（発売日） Ｐｒｅ－ｍｏ春号（印刷証明付き発行部数：５万３０００部）
原告商品が「犬印本舗×プレモなが～く使えるマタニティベルト」として紹介され，「これ１本でず～っと使える産前産後ＯＫの骨盤ベルト」
などと銘打たれていた一方，「産前産後の骨盤ケアで有名な『トコちゃんベルト』考案」した人物が監修した書籍の紹介もされていた。

甲6，16の12

H27.4.1（発売日） 初めてのたまごクラブ春号
「機能×デザインタイプ別妊婦帯１０選」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」として紹介されており，「妊娠中から産
後まで骨盤ケアに長く使えます」などと銘打たれていた一方，「妊娠初期～産後まで長く使える腹巻タイプ」と銘打たれた２つの商品が紹
介されていた。

甲25の1

H27.4,15（発売日） 妊産婦向け雑誌である「赤すぐ５月号」 「妊婦帯部門」の５位として原告商品が「産前産後　なが～く使える　マタニティベルト」として紹介されていた。 甲8の5

H27.5.15（発売日） たまごクラブ６月号
「機能×デザインタイプ別妊婦帯１０選」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」として紹介されており，「妊娠中から産
後まで骨盤ケアに長く使え」るなどと銘打たれていた一方，「妊娠初期～産後まで長く使える腹帯タイプ」として２つの商品が紹介されてい
た。

甲16の3

H27.9.13（発売日）
「初めてのたまごクラブ秋号」（印刷証明付き発行部数：８万
５５００部）

原告商品が「犬印妊娠中も出産後もなが～く使えるマタニティベルト」として紹介されており，「妊娠中から必要な骨盤ケアのために，さらに
出産後もしっかりケアできる。犬印本舗のアイデア商品。『なが～く使えるマタニティベルト』」などと銘打たれていた。

甲6，7の3
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H27.10.15（発売日） たまごクラブ１１月号
「ささえ帯タイプ」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」として紹介されており，「妊娠中から産後まで骨盤ケアに長く使
えます」などと銘打たれていた。

甲16の4

H27.10.15（取扱開始日） Amazon
「音楽再生機能付マタニティベルトリトモ」の取扱いが開始され，「リトモは，おなかの赤ちゃんに音楽を聴かせることのできるマタニティベ
ルトです」などと紹介されていた。

甲18の2

H27 公益財団法人日本デザイン振興会のウェブサイト 平成２７年度グッドデザイン賞受賞デザインとして原告商品が「妊婦帯【なが～く使えるマタニティベルト】」として紹介されていた。 甲12

H27（配布時期）
妊婦向けの通販カタログである「たまひよSHOP for
Maternity」

「ささえ帯タイプ」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」として紹介され，「妊娠中から産後まで骨盤ケアに長く使えま
す」などと銘打たれていた。

甲25の6

H28.1.1（発売日） 初めてのたまごクラブ冬号
「ささえ帯タイプ」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」として紹介されており，「妊娠中から産後まで骨盤ケアに長く使
えます」などと銘打たれていた。

甲16の10

H28.1.15(発売日） Ｐｒｅ－ｍｏ春号（印刷証明付き発行部数：４万５６００部）
原告商品が「犬印本舗なが～く使えるマタニティベルト」として紹介され，「妊娠中から産後まで必要な骨盤ケアのために」などと銘打たれ
ていた。

甲6，16の13

H28.2.15（発売日） 赤すぐ３月号
「ベルトｔｙｐｅ」の１つとして原告商品が「産前産後　なが～く使える　マタニティベルト」として紹介され，「妊娠中から産後の骨盤を安定させ
ます」などと銘打たれていた。

甲25の3

H28.3.14（国立国会図書
館受入）

妊産婦向け雑誌である「First Pre-mo春夏号」 「妊婦帯」という小見出しの下に「Maternity Belt」という記載がされていた。 乙13の2

H28.6.13（発売日） 妊すぐ（赤すぐ７月号臨時増刊）
「産後にだって，長～く使える買って正解マタニティ」と題する記事が掲載されていたとともに，「産後引き締め下着ランキング」の１位として
「ワコール産前＆産後骨盤ベルト」が紹介されており，「産前から産後まで長く使える骨盤ベルト」などと銘打たれていた。

乙16の3

H28.8 被告は，商品パッケージに「長～く使える　マタニティベルト」という商品表示を含んだ妊産婦用腹帯である被告各商品の販売を開始した。 争いなし

H28.9.13（国立国会図書
館受入）

First Pre-mo秋冬号 「妊婦帯」という小見出しの下に「Maternity Belt」という記載がされていた。 乙13の1

H28.10.1（発売日） 初めてのたまごクラブ秋号

「ささえ帯タイプ」の１つとして被告各商品が「長く使える産前産後ベルト」として紹介され，「妊娠中から産後まで，これ１本で骨盤と腰のサ
ポートができる便利なベルト」などと銘打たれる一方，同じく「ささえ帯タイプ」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」とし
て紹介されるとともに，被告商品１が「長～く使える産前産後マタニティベルト」として紹介され，「長く使えるものがいいんだけど…妊娠中
から産後まで使えるマタニティベルトがおすすめ」などと銘打たれていた。

甲22の1，25の2

H28.10.24（投稿日） 「ベビーカレンダー」というウェブサイト
「おなかが大きくなって腰痛が悪化！妊娠中に私を救ったマタニティベルト」と題する記事の中で，「痛みを軽減してくれたマタニティベルト
をご紹介します」，「妊娠初期，マタニティベルトの必要性を感じていませんでした」などという記載がされていた。

乙13の10

H28.12.8（掲載日）
「【安産のしおり】ママと赤ちゃんの出会いを助ける支援サイ
ト」というウェブサイト

「妊婦さんのための腰痛対策・改善方法まとめ。ベルト？湿布？安全な方法は」と題する記事の中で，「腰痛を軽減させてくれるアイテムに
マタニティベルトというものがあります。マタニティベルトとは，ホルモンの分泌により大きく広がった骨盤を支えるというもの…そんなマタニ
ティベルトの中でも特に人気な商品を紹介していきます」として，「ワンタッチでＯＫ！ムレにくいマタニティベルト」，「肌触りの良いローズマ
ダムワンタッチ妊婦帯」，「快適さを求めるなら通気性の良い骨盤サポートベルト」などが紹介されていた。

乙34の1

H28.12.13（発売日） 妊すぐ（赤すぐ１月号臨時増刊） 被告商品１が「ピジョン　長～く使える産前産後マタニティベルト」として紹介されていた。 乙39の5

H28.12.15（発売日） 赤すぐ１月号
「妊婦帯産前産後兼用ベルト部門」の２位として原告商品が「産前産後　なが～く使える　マタニティベルト」として紹介され，「妊娠中から
産後の骨盤を安定させます」などと銘打たれていた一方，１位として「ワコール産前＆産後骨盤ベルト」が紹介され，「産前から産後まで長
く使える骨盤ベルト」などと銘打たれていた。

甲25の4

H28 特定非営利活動法人日本マザーズ協会のウェブサイト 平成２８年のマザーズセレクション大賞受賞アイテムとして原告商品を始めとする「犬印妊婦帯　ベルト　５アイテム」が掲載されていた。 甲13の1

H28（配布時期） たまひよSHOP for maternity
「ささえ帯タイプ」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」として紹介され，「妊娠中から産後まで骨盤ケアに長く使えま
す」などと銘打たれていた。

甲25の9
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H29.1.1（発売日） 初めてのたまごクラブ冬号

「ささえ帯タイプ」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」として紹介されており，「妊娠中から産後まで骨盤ケアに長く使
えます」などと銘打たれていた一方，被告商品１が「長く使える産前産後ベルト」として紹介され，「妊娠中から産後まで，これ１本で骨盤と
腰のサポートができる便利なベルト」などと銘打たれたり，「長～く使える産前産後マタニティベルト」として紹介され，「長く使えるものがい
いんだけど…妊娠中から産後まで使えるマタニティベルトがおすすめ！」などと銘打たれたりしていた。

甲16の11，22の2

H29.1.14（発売日） たまごクラブ２月号（印刷証明付き発行部数：６万６１６７部）
原告商品が「犬印妊娠中も出産後もなが～く使えるマタニティベルト」として紹介されており，「妊娠中から必要な骨盤ケアのために，さらに
出産後もしっかりケアできる。犬印本舗のアイデア商品。『なが～く使えるマタニティベルト』」などと銘打たれていた。

甲6，16の6

H29.1.24（投稿日） You Tube
「ワコールマタニティー産前＆産後骨盤ベルト」に関する動画が投稿され，「妊娠中に大活躍♪巻くだけ簡単！『骨盤＆腰』のお悩みに。産
後も長～く使える」と銘打たれていた。

乙16の4

H29.3.13（発売日） 妊すぐ（赤すぐ４月号臨時増刊）
「ワコール産前＆産後骨盤ベルト」が紹介されており，「産前産後まで長～く使えるベルト」などと銘打たれているとともに，被告商品１が
「ピジョン　長～く使える産前産後マタニティベルト」が紹介されていた。

乙16の1，39の6

H29.4～H30.3（配布時期） 母子健康手帳副読本 原告商品が「犬印妊娠中も出産後もなが～く使えるマタニティベルト」として紹介されていた。 甲9

H29.4.1（発売日） 初めてのたまごクラブ春号
「これ１つで初期からずーっと長く使える『はじめてママの妊婦帯セット』」の１つとして被告商品１が「長～く使える産前産後マタニティベル
ト」として紹介されていた。

甲22の3

H29.4.15（発売日） 赤すぐ5月号

「“ずっと使える”サポートアイテムで無理なく続く産前産後の『骨盤ケア』はピジョンにおまかせ！！」などと銘打たれ，被告商品１が「ピジョ
ン　長～く使える産前産後マタニティベルト」として紹介される一方，「妊婦帯産前産後兼用ベルト部門」の２位として原告商品が「産前産後
なが～く使える　マタニティベルト」として紹介され，「妊娠中から産後の骨盤を安定させます」などと銘打たれるとともに，１位として「ワコー
ル産前＆産後骨盤ベルト」が紹介され，「産前から産後まで長く使える骨盤ベルト」などと銘打たれていた。

甲25の5

H29.4.21（発売日） Amazon
「腹帯・マタニティガードル」の１つとして「マタニティベルトMegpoゴムマタニテバンド」という商品が紹介されており，商品の説明の中で「妊
婦の必需品－マタニティベルト」などという記載がされていた。

乙13の5

H29.4.26（出願日） 商標登録願 原告は，「マタニティベルト」の文字部分のみから成る商標について，商標登録出願（以下「別件出願１」という。）をした。 乙33の1

H29.4.26（出願日） 商標登録願 原告は，「なが～く使えるマタニティベルト」の文字部分のみからなる商標について，商標登録出願（以下「別件出願２」という。）をした。 乙33の2

H29.6.13（発売日） 妊すぐ（赤すぐ７月号臨時増刊）
被告商品１が「ピジョン　長～く使える産前産後マタニティベルト」として紹介されていた一方，「マタニティ服を着るべき５つの理由」という記
事の中で，「赤すぐマタニティ」は，「授乳口つきだから産後まで長～く使えます！」などと銘打たれていた。

甲25の10，乙16の2

H29.6.15（発売日） たまごクラブ７月号
「骨盤ベルト」の１つとして「トコちゃんベルトⅡ」が紹介されており，「妊娠初期から産後の，ゆるんだ骨盤の後ろ側を支え，腰を安定させる
ロングセラー」と銘打たれていた。

甲16の7

H29.7.1（発売日） 初めてのたまごクラブ夏号
「これ１つで初期からずーっと長く使える『はじめてママの妊婦帯セット』」の１つとして被告商品１が「長～く使える産前産後マタニティベル
ト」として紹介されていた。

甲22の4

H29.7.6（投稿日） 「mybest」というウェブサイト
「妊婦帯のおすすめ人気ランキング１０選」と題する記事の中で，９位として「トコちゃんベルトⅡ」が紹介され，「妊娠初期から産後まで使え
る骨盤矯正ベルト」などと銘打たれおり，１位として被告各商品が「ピジョン長く使える産前産後マタニティベルト」として紹介されており，
「産前産後もこれ１本で骨盤・恥骨や腰の負担をしっかりサポート」などと銘打たれていた。

乙14

H29.7.11（起案日） 拒絶理由通知書
別件出願１に対し，「『マタニティベルト』の文字を書してなるところ，その構成中の『マタニティ』の文字は，『妊産婦。妊産婦のための。』
（『広辞苑第六版』株式会社岩波書店）などを意味し，『ベルト』の文字は，本願の指定商品の普通名称です。そうすると，本願商標全体と
しては，『妊産婦用のベルト」程の意味合いを容易に把握，理解されるものです」などとして，拒絶の通知がされていた。

乙33の1

H29.7.11（起案日） 拒絶理由通知書

別件出願２に対し，「『なが～く使える』『マタニティベルト』の各文字を上下二段に書してなるところ，上段の『なが～く使える』の文字は，
『（商品が）長期間使える』程の意味合いを把握，理解させる上，例えば下記に示すウェブサイト情報に照らすと，キャッチフレーズとして普
通に採択使用されている語句とみるのが相当です。つぎに，下段の『マタニティベルト』の文字についてみるに，その構成中の『マタニティ』
の文字は，『妊産婦。妊婦のための。』（『広辞苑第六版』株式会社岩波書店）などを意味し，『ベルト』の文字は，本願の指定商品の普通
名称であることから，『マタニティベルト』の文字は，『妊産婦用のベルト』程の意味合いを把握，理解されるものです。」などとして，拒絶の
通知がされていた。

乙33の2

H29,8,17（掲載日） 東京メトロ浅草線の車内 原告商品が「犬印妊娠中も出産後もなが～く使えるマタニティベルト」として紹介されていた。 甲10
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H29.9.13（発売日） 妊すぐ（赤すぐ１０月号臨時増刊）
被告商品１が「ピジョン　長～く使える産前産後マタニティベルト」として紹介されているとともに，「赤すぐ×ピジョンコラボ」商品として「産前
も産後も長く使える！」などと銘打たれていた「授乳ブラ＆ショーツ」の紹介がされていた。

乙39の7

H29.10.1（発売日） 初めてのたまごクラブ秋号
「妊娠初期からずーっと使えてうれしい！『はじめてママの妊婦帯セット』」の１つとして被告商品１が「長～く使える産前産後マタニティベル
ト」として紹介されていた

甲22の5

H29.10.13（商品のレ
ビューの投稿日）

電子商店街である「YAHOO!ショッピング」 ある商品について，「上下で支えて安定感バツグン！腹帯マタニティベルト」などという記載がされていた。 乙13の6

H29.11.30（書証の出力
日）

電子商店街である「楽天市場」 妊婦帯を説明する記載の中で，「妊婦帯」という小見出しの下に「Maternity　Ｂｅｌｔ」という記載がされていた。 乙13の4

H29.11.30（書証の出力
日）

楽天市場 「belly armor」という商品を説明する中で，「電磁波９９％カットのマタニティベルト」などという記載がされていた。 乙13の7

H29.11.30（書証の出力
日）

YAHOO!ショッピング 「妊婦用ベルト・マタニティベルト」という商品が販売されていた。 乙13の8

H29.11.30（書証の出力
日）

介護用品・医療用品の通販サイト 「マタニティベルト」という商品名の商品がかつて販売されていた。 乙13の9

H29.11.30（書証の出力
日）

Amazon 「１PCSマタニティベルトボディーベリーバンド妊婦ポスト」などと銘打たれていた商品がかつて取り扱われていた。 乙13の11

H29.11.30（書証の出力
日）

楽天市場 「産前産後ながーく使える２ＷＡＹネグリジェ」などと銘打たれた商品が取り扱われていた。 乙16の6

H29.11.30（書証の出力
日）

楽天市場 「授乳モールドブラキャミソール」という商品が取り扱われており，「産前から産後まで長～く使える機能性トップス」などと銘打たれていた。 乙16の7

H29.11.30（書証の出力
日）

楽天市場
「マタニティ・妊婦ベルト」という品名の商品が取り扱われており，「妊婦ベルト　腹帯　マタニティベルト　腰痛サポーター　腰痛ベルト　骨盤
ベルト」などと銘打たれていた。

乙34の2

H29.11.30（書証の出力
日）

楽天市場
「ファッショニスタベルト」という商品が取り扱われており，「カナダの有名ベビーブランド『JOLLY JUMPER』のマタニティベルト」などと銘打
たれていた。

乙34の3

H29.11.30（書証の出力
日）

Yahoo!ショッピング 「妊婦帯　産後サポーター　マザーベルト　マタニティベルト」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙34の4

H29.11.30（書証の出力
日）

Amazon 「通気性ベルト　マタニティベルト　通気性腹部バインダー　産後サポベルト」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙34の5

H29.11.30（書証の出力
日）

Amazon 「妊婦帯　腹帯…マタニティベルト」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙34の6

H29.11.30（書証の出力
日）

Amazon 「Maternity Belt」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙34の7

H29.11.30（書証の出力
日）

Amazon 「マタニティベルト　妊娠サポートベルト　通気性のある腹部バインダー」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙34の8

H29.11.30（書証の出力
日）

Amazon 「Meditex Maternity Belt」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙34の9

H29.11.30（書証の出力
日）

Amazon 「Medline Curad Maternity Belt」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙34の10
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H29.11.30（書証の出力
日）

パルの通販サイト 「マタニティベルト付テーパードパンツ」という商品が取り扱われていた。 乙34の11

H29.11.30（書証の出力
日）

Amazon 「妊婦用　マタニティ　ベルト　産前産後もこれ一本」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙34の12

H29.11.30（書証の出力
日）

楽天市場 「妊娠中から育児中まで長～く使えるポンチョ」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙49の1

H29.11.30（書証の出力
日）

楽天市場 「妊娠初期から産後の授乳期まで長～く使える３つのポイント」があるなどと銘打たれていたマタニティブラトップが取り扱われていた。 乙49の2

H29.11.30（書証の出力
日）

楽天市場 「産前から産後まで長～く使えるロングクッション♪」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙49の4

H29（配布時期） たまひよSHOP for Maternity
「ささえ帯タイプ」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」として紹介され，「妊娠中から産後まで骨盤ケアに長く使えま
す」などと銘打たれていた一方，同じく「ささえ帯タイプ」の１つとして被告各商品が「長く使える産前産後ベルト」として紹介され，「産前産後
の骨盤ケアに◎」などと銘打たれていた。

甲25の7

H30.1.12（発行日） 広辞苑（第七版） 「マタニティー」は，「maternity」という外来語の片仮名表記であり，「妊産婦」や「妊婦のための」などという語義を有すると記載されている。 甲26

H30（配布時期） たまひよSHOP for Maternity
「圧迫感なく腰やおなかを支えるささえ帯タイプ」の１つとして原告商品が「なが～く使えるマタニティベルト」として紹介され，「妊娠中から産
後まで骨盤ケアに長く使えます」などと銘打たれていた一方，同じく「圧迫感なく腰やおなかを支えるささえ帯タイプ」の１つとして被告各商
品が「長く使える産前産後ベルト」として紹介され，「産前産後の骨盤ケアに◎」などと銘打たれていた。

甲25の8

H30.3.7（書証の出力日） Amazon 「妊婦帯　腹帯　骨盤ベルト　産前産後　マタニティベルト」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙34の13

H30.3.7（書証の出力日） Amazon 「妊婦用ベルト妊婦帯　妊婦のベルト…マタニティベルト」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙34の14

H30.3.7（書証の出力日） Amazon 「マタニティベルト　妊婦帯　腹帯　マタニティガードル」などと銘打たれていた商品が取り扱われていた。 乙34の15

H30.3.7（書証の出力日） Amazon 被告各商品が「ピジョン　長く使える産前産後マタニティベルト」などとして紹介されていた。 乙45

H30.3.7（書証の出力日） Amazon
「妊婦用　マタニティ　ベルト　産前産後もこれ一本」などと銘打たれていた商品や，「妊婦帯　産前産後マタニティベルト」などと銘打たれて
いた商品が取り扱われていた。

乙46

H30.3.12（書証の出力日） 楽天市場 妊婦帯を説明する記載の中で，「妊婦帯」という小見出しの下に「Maternity　Ｂｅｌｔ」という記載がされていた。 乙35
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