2020年12月7日

窓口支援事例

【大阪府 知財総合支援窓口】

企業情報

更新

知財総合支援窓口活用のポイント
窓口活用のきっかけ

株式会社 HEAVEN Japan
所在地

大阪府河内長野市木戸一丁目 6 番 40 号

ホームページ URL

http://ilove-heaven.com/

設立年

2011 年 2 月

業 種

下着製造小売

従業員数

7３人

資本金

１，000 万円

企業概要
当社はお客様のお悩みや理想に寄り添い、年齢・体形・体
質・ライフスタイルに合ったお客様に適した下着、適正下着を
提案しております。インターネットでは適正下着診断や比較
ページを設け、適正下着の提案を行い、リアルではカウンセリ
ングを行い、付け方などもアドバイスをする体験の場所とし
て、試着体感サロンを展開しております。 現在のオムニチャ
ネルの展開に加え、今後はどこにいても、気軽により適正な下
着を提案すべく、今までのお客様のバイタルデータでAIを活用
したサービス開発に取り組んでおります。
自社の強み
様々な体形のお悩みに特化した機能、着用時のシルエット、
心地いいフィット感にこだわり、何度も試作・試着を繰り返
し、満足していただけるような効果が実感できた商品だけをお
届けしています。機能性を追求するとパーツや工程も増えます
が開発から製作、販売までを自社一括で行うことでリーズナブ
ルな価格を実現しています。また、こだわり機能の商品が必要
としているお客さまに届くようわかりやすい・覚えやすい・イ
メージしやすい商品名を心がけています。

一押し商品
当社の商品は全て機能性下着となっており、お客様それぞれ
のお悩みや理想やライフスタイルに合わせて商品をご提案して
おります。商品名も特徴的で商品の機能が伝わりやすいように
「脇肉キャッチャー」「タニマドンナ」「夜寄るブラ」など
「わかりやすい・覚えやすい・イメージしやすい」ということ
を意識して商品名を考えております。

女性用下着の新しいビジネスモデルを韓国などで事業展開したい、また、今後、中国、台
湾、シンガポールなど ASEAN 諸国に海外展開したいので支援してほしいとの要望が、知
財総合支援窓口にありました。
最初の相談概要
同社は、早急に、韓国で WEB サイトを立ち上げて、下着を販売したいと考えていました
ので、INPIT 海外知的財産プロデューサーを派遣し、海外展開での知財戦略、韓国企業との
販売代理店契約、WEB サイト契約について支援しました。
その後の相談概要
（１）商標専門家（弁理士）を派遣し、商品名：「脇肉キャッチャー」等の商標出願につい
て支援しました。また、会社名の商標の権利化について支援しました。
（２）商標専門家（弁理士）を派遣して、国際商標出願戦略について支援しました。
（３）特許専門家（弁理士）を派遣して、他社の日本特許や韓国特許への対応方法について
支援しました。
（４）現在、マドリッドプロトコル国際商標の自社出願と、その外国出願費の助成、及び、
中国への事業展開について支援しています。
窓口を活用して変わったところ
同社は、社長以下、若い女性が下着開発と平行して、知財権利化に一生懸命に取り組まれ
ています。知財総合支援窓口の活用を通して、知的財産の取組みを、より強化され、知財権
利化、国際出願も含めて自社でできるだけ対応されています。また、自社の商標と類似する
商標をインターネットで調査し、他社による類似商標使用を監視することもされています。
これから窓口を活用する企業へのメッセージ
知財総合支援窓口では、中小企業等の皆様が経営の中で抱えるアイデア段階から、事業展
開まで知的財産に関する悩みや課題について、ワンストップで解決して頂けます。
海外知的財産プロデューサーや、商標などの専門家を派遣して頂けますので、世界に事業展
開するときの、知財問題についてはやく解決できます。
窓口担当者から一言

（氏名：大野

健造）

「女性のキレイ」をサポートするため、若い女性が明るく、活発に活躍されてい
ます。知財を勉強され、国際出願を自社でされ、自社の商標の希釈化防止にも取
り組まれております。今後、海外に事業展開をされますので、引き続き支援を致
します。

2018年2月19日

窓口支援事例

【大阪府 知財総合支援窓口】

企業情報

掲載

旧記事

知財総合支援窓口活用のポイント
窓口活用のきっかけ

株式会社 HEAVEN Japan
所在地

大阪府河内長野市木戸一丁目 6 番 40 号

ホームページ URL

http://ilove-heaven.com/

設立年

2011 年 2 月

業 種

下着製造小売

従業員数

５３人

資本金

１，000 万円

企業概要
「美しくありたい」と願うすべての女性をＨＡＰＰＹに
当社は、その人が持つ魅力を引き出し、生涯の「健やかなキレ
イ」を探求・サポートしていきたいと考えております。インタ
ーネット販売を主軸に、試着体感サロンや海外販売など、O2O
（Online to Offline）やクロスメディアを活用した販売戦略で、
世界中に喜びと感動をお届けする事を目指しています。また、
女性が多い職場なので、女性がいきいきと活躍できる企業にな
ることも重要だと考えております。

自社の強み
当社の下着ブランド「ＨＥＡＶＥＮ Japan」のブランドメッ
セージは「Focus on you(フォーカス オン ユー)」。その言
葉どおり、
「あなたらしい美しさ」を引き出すことを何よりも大
切にし、それを私達の喜びとしています。お悩みを解決するた
めの商品開発はもとより、販売サイトでのフィッティングサー
ビスや、サロンでの試着体験など、下着にまつわる疑問や不安
にきめ細かく対応しながら、その人の魅力を引き出すアイテム
をご提案しております。

一押し商品
当社の「脇肉キャッチャー」は、授乳や加齢によって下垂した
り、脇に流れてしまったバストのお肉(脇肉)を、しっかりキャ
ッチして、本来のバスト位置へと戻してくれる補正ブラジャー
です。脇高設計で、脇肉をブラジャーのカップへおさめてくれ
るので、背中のボコボコがすっきりし、バストも美しく整いま
す。サイズ選びに悩んだら、返品交換０円のフィッティングサ
ービスのご利用で、安心してサイズ交換ができます。

女性用下着の新しいビジネスモデルを韓国などで事業展開したい、また、今後、中国、台
湾、シンガポールなど ASEAN 諸国に海外展開したいので支援してほしいとの要望が、知
財総合支援窓口にありました。
最初の相談概要
同社は、早急に、韓国で WEB サイトを立ち上げて、下着を販売したいと考えていました
ので、INPIT 海外知的財産プロデューサーを派遣し、海外展開での知財戦略、韓国企業との
販売代理店契約、WEB サイト契約について支援しました。
その後の相談概要
（１）商標専門家（弁理士）を派遣し、商品名：「脇肉キャッチャー」等の商標出願につい
て支援しました。また、会社名の商標の権利化について支援しました。
（２）商標専門家（弁理士）を派遣して、国際商標出願戦略について支援しました。
（３）特許専門家（弁理士）を派遣して、他社の日本特許や韓国特許への対応方法について
支援しました。
（４）現在、マドリッドプロトコル国際商標の自社出願と、その外国出願費の助成、及び、
中国への事業展開について支援しています。
窓口を活用して変わったところ
同社は、社長以下、若い女性が下着開発と平行して、知財権利化に一生懸命に取り組まれ
ています。知財総合支援窓口の活用を通して、知的財産の取組みを、より強化され、知財権
利化、国際出願も含めて自社でできるだけ対応されています。また、自社の商標と類似する
商標をインターネットで調査し、他社による類似商標使用を監視することもされています。
これから窓口を活用する企業へのメッセージ
知財総合支援窓口では、中小企業等の皆様が経営の中で抱えるアイデア段階から、事業展
開まで知的財産に関する悩みや課題について、ワンストップで解決して頂けます。
海外知的財産プロデューサーや、商標などの専門家を派遣して頂けますので、世界に事業展
開するときの、知財問題についてはやく解決できます。
窓口担当者から一言

（氏名：大野

健造）

「女性のキレイ」をサポートするため、若い女性が明るく、活発に活躍されてい
ます。知財を勉強され、国際出願を自社でされ、自社の商標の希釈化防止にも取
り組まれております。今後、海外に事業展開をされますので、引き続き支援を致
します。

2015年8月3日

窓口支援事例

【大阪府 知財総合支援窓口】

企業情報

掲載

旧記事

知財総合支援窓口活用のポイント
窓口活用のきっかけ

株式会社ＨＥＡＶＥＮプランニング
所在地

大阪府河内長野市木戸一丁目 6-40 沢田ビル 3F

ホームページ URL

http://ilove-heaven.com/

設立年

2011 年 2 月

業 種

下着製造小売

従業員数

48 人

資本金

500 万円

企業概要
「美しくありたい」と願うすべての女性をＨＡＰＰＹに
当社は、その人が持つ魅力を引き出し、生涯の「健やかなキレ
イ」を探求・サポートしていきたいと考えております。インタ
ーネット販売を主軸に、試着体感サロンや海外販売など、O2O
（Online to Offline）やクロスメディアを活用した販売戦略で、
世界中に喜びと感動をお届けする事を目指しています。また、
女性が多い職場なので、女性がいきいきと活躍できる企業にな
ることも重要だと考えております。

自社の強み
当社の下着ブランド「ＨＥＡＶＥＮ Japan」のブランドメッ
セージは「Focus on you(フォーカス オン ユー)」。その言
葉どおり、
「あなたらしい美しさ」を引き出すことを何よりも大
切にし、それを私達の喜びとしています。お悩みを解決するた
めの商品開発はもとより、販売サイトでのフィッティングサー
ビスや、サロンでの試着体験など、下着にまつわる疑問や不安
にきめ細かく対応しながら、その人の魅力を引き出すアイテム
をご提案しております。

一押し商品
当社の「脇肉キャッチャー」は、授乳や加齢によって下垂した
り、脇に流れてしまったバストのお肉(脇肉)を、しっかりキャ
ッチして、本来のバスト位置へと戻してくれる補正ブラジャー
です。脇高設計で、脇肉をブラジャーのカップへおさめてくれ
るので、背中のボコボコがすっきりし、バストも美しく整いま
す。サイズ選びに悩んだら、返品交換０円のフィッティングサ
ービスのご利用で、安心してサイズ交換ができます。

女性用下着の新しいビジネスモデルを韓国などで事業展開したい、また、今後、中国、台
湾、シンガポールなど ASEAN 諸国に海外展開したいので支援してほしいとの要望が、知
財総合支援窓口にありました。
最初の相談概要
同社は、早急に、韓国で WEB サイトを立ち上げて、下着を販売したいと考えていました
ので、INPIT 海外知的財産プロデューサーを派遣し、海外展開での知財戦略、韓国企業との
販売代理店契約、WEB サイト契約について支援しました。
その後の相談概要
（１）商標専門家（弁理士）を派遣し、商品名：「脇肉キャッチャー」等の商標出願につい
て支援しました。また、会社名の商標の権利化について支援しました。
（２）商標専門家（弁理士）を派遣して、国際商標出願戦略について支援しました。
（３）特許専門家（弁理士）を派遣して、他社の日本特許や韓国特許への対応方法について
支援しました。
（４）現在、マドリッドプロトコル国際商標の自社出願と、その外国出願費の助成、及び、
中国への事業展開について支援しています。
窓口を活用して変わったところ
同社は、社長以下、若い女性が下着開発と平行して、知財権利化に一生懸命に取り組まれ
ています。知財総合支援窓口の活用を通して、知的財産の取組みを、より強化され、知財権
利化、国際出願も含めて自社でできるだけ対応されています。また、自社の商標と類似する
商標をインターネットで調査し、他社による類似商標使用を監視することもされています。
これから窓口を活用する企業へのメッセージ
知財総合支援窓口では、中小企業等の皆様が経営の中で抱えるアイデア段階から、事業展
開まで知的財産に関する悩みや課題について、ワンストップで解決して頂けます。
海外知的財産プロデューサーや、商標などの専門家を派遣して頂けますので、世界に事業展
開するときの、知財問題についてはやく解決できます。
窓口担当者から一言

（氏名：大野

健造）

「女性のキレイ」をサポートするため、若い女性が明るく、活発に活躍されてい
ます。知財を勉強され、国際出願を自社でされ、自社の商標の希釈化防止にも取
り組まれております。今後、海外に事業展開をされますので、引き続き支援を致
します。

