３条拒絶速報レポート
※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。
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３条拒絶（化学）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

1

2

商標

種別 出願番号

区分
【03】染毛剤

05

【05】臨床医療用試薬，臨床又は医療実験用の診断用試薬，生化学・臨床化学及び微生
物学におけるインビドロ用の医療診断用試薬，医療診断用試薬，その他の薬剤，医療用油
紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理
用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用
材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用
精液

シャンパンショコラ＼Ｃｈａｍｐａｎ
通常 2004-020341
ｅｃｈｏｃｏｌａｔ

ＣｅｌｌＦｒｅｅＳｃｉｅｎｃｅｓ

分割 2004-033897

05

3

セルフリーサイエンス

分割 2004-033898

01

4

燃焼系

通常:
2004-052659
標準

03

5

指定商品・役務

03

黒美髪

通常:
2004-053603
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2004.03.04 願書
2004.11.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2004.12.01 代理人受任届
2004.12.09 手続補正書
2004.12.09 手続補足書
2004.12.09 意見書
2005.01.18 認定･付加情報
2005.03.10 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.07 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.04.09 願書
2004.05.06 認定･付加情報
2005.04.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.04.25 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.02 手続補正書
2005.06.02 認定･付加情報
2005.06.02 認定･付加情報
2005.06.02 手続補足書
2005.06.02 意見書
2005.07.01 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶査定
【05】臨床医療用試薬，臨床又は医療実験用の診断用試薬，生化学・臨床化学及び微生 【中間記録情報】
物学におけるインビドロ用の医療診断用試薬，医療診断用試薬，その他の薬剤，医療用油 [審査]
紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理 2004.04.09 願書
2004.06.29 認定･付加情報
用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用
2005.04.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用
号)
精液
2005.04.25 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.02 手続補正書
2005.06.02 認定･付加情報
2005.06.02 認定･付加情報
2005.06.02 手続補足書
2005.06.02 意見書
2005.07.01 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶査定
【01】エンジン冷却液の沸騰防止剤，乗物のエンジン用冷却剤
【中間記録情報】
[審査]
2004.05.25 願書
2004.06.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.06.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.08.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.17 拒絶査定
【03】染毛用ヘアークリーム，染毛剤
【中間記録情報】
[審査]
2004.05.26 願書
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.04 手続補正書
2005.10.04 意見書
2005.11.10 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

2006/7/28
3／35
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05

6

ベビー

通常:
2004-060821
標準

03

7

健康香料

通常 2004-066253

03,05

8

ふんわりせっけん

通常:
2004-068108
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

指定商品・役務

中間記録

【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液 【中間記録情報】
[審査]
2004.06.30 願書
2004.07.01 認定･付加情報
2005.02.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.04.06 手続補正書
2005.04.06 意見書
2005.04.06 認定･付加情報
2005.04.06 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶査定
2006.06.09 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.06.12 手続補正書(方式)
【03】植物精油からなる合成香料，植物精油を調合してなる調合香料（但し免疫機能及び 【中間記録情報】
[審査]
中枢神経系を制御する機能を有するものに限る）
2004.07.16 願書
2004.07.16 認定･付加情報
2005.03.03 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.04.08 期間延長請求書
2005.04.14 却下理由通知書(中間書類)
2005.04.14 上申書
2005.04.18 認定･付加情報
2005.05.12 手続補正書
2005.05.12 意見書
2005.05.12 出願人名義変更届
2005.05.16 意見書
2005.05.16 手続補足書
2005.05.16 手続補足書
2005.06.13 認定･付加情報
2005.06.13 認定･付加情報
2005.06.13 認定･付加情報
2005.06.13 認定･付加情報
2005.06.13 認定･付加情報
2005.06.13 認定･付加情報
2005.07.15 手続却下の処分(却下理由)
2005.08.23 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.10.03 手続補正書
2005.10.03 意見書
2005.10.04 認定･付加情報
2005.10.04 認定･付加情報
2005.10.26 上申書
2005.10.27 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，身体用防臭
2004.07.23 願書
剤，身体用消臭剤，その他の化粧品，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香剤（身体
2005.01.07 刊行物等提出書
用のものを除く。），その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙， 2005.02.08 認定･付加情報
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.02.15 刊行物等提出による通知書
【05】消臭剤（身体用のもの及び工業用のものを除く。），芳香消臭剤（身体用のもの及び工 2005.02.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
業用のものを除く。），防臭剤（身体用のもの及び工業用のものを除く。），脱臭剤（工業用
2005.06.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル， 項16号)
2005.07.26 意見書
眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，おりもの専用
シート，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失 2006.03.07 拒絶査定
禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品 2006.04.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.22 手続補正書
及び食餌療法用飲料
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No.

商標（見本）

9

10

11

12

商標

ベロハミガキ

浸透美容液ヘアマスク

ＥＵＲＯＰＥＡＮ ＲＯＳＥ

ハーブ＆ソープ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】歯磨き

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.13 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】石鹸類，香料類，化粧品，歯磨き

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.28 願書
2004.12.27 刊行物等提出書
2005.01.31 認定･付加情報
2005.02.01 刊行物等提出による通知書
2005.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.01 拒絶査定

03

【03】ヨーロッパ産のバラ色の土を含有してなる化粧品，ヨーロッパ産のバラ色の土を含有
してなる泥状化粧品

【中間記録情報】
[審査]
2004.08.06 願書
2005.03.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.06.03 手続補正書
2005.06.03 手続補足書
2005.06.03 意見書
2005.07.05 認定･付加情報
2005.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.26 意見書
2005.12.26 手続補足書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.03.13 拒絶査定

03,05,11

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2004.09.03 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，芳香
2004.09.06 認定･付加情報
剤，消臭芳香剤，その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.06.17 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
【05】消臭剤（身体用のものを除く），芳香消臭剤（身体用のものを除く），防臭剤（身体用の 2005.06.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ものを除く），芳香防臭剤（身体用のものを除く），脱臭剤（身体用のものを除く），その他の 号)
薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理 2005.07.27 意見書
用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当 2005.07.27 認定･付加情報
てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉 2006.03.31 拒絶査定
乳，人工受精用精液
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水
器，家庭用電気式または電池式芳香器，家庭用電気式または電池式消臭器，家庭用電気
式または電池式芳香消臭器，家庭用電気式または電池式脱臭器，浴槽類，あんどん，ちょ
うちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付

通常 2004-068946

通常 2004-069520

通常 2004-073106

通常:
2004-081805
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

03
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No.

13

14

商標（見本）

商標

ハッピーギフト

消臭パワーファン

種別 出願番号

区分

パワーファン

03,05,11

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2004.09.29 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，芳香
2004.09.30 認定･付加情報
剤，消臭芳香剤，その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.05.06 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
【05】消臭剤（工業用及び身体用のものを除く。），芳香消臭剤（工業用及び身体用のものを 2005.05.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
除く。），防臭剤（身体用のものを除く。），芳香防臭剤（身体用のものを除く。），脱臭剤（工 条1項11号を除く))
業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセ 2005.06.15 手続補正書
2005.06.15 意見書
ル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ば
んそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取 2005.06.16 認定･付加情報
り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
2005.06.16 認定･付加情報
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱 2006.03.24 拒絶査定
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水
器，家庭用電気式または電池式芳香器，家庭用電気式または電池式消臭器，家庭用電気
式または電池式芳香消臭器，家庭用電気式または電池式脱臭器，浴槽類，あんどん，ちょ
うちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付
き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用いす，家庭用汚水浄化槽，家
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2004.09.29 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，芳香
2004.09.30 認定･付加情報
剤，消臭芳香剤，その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.05.06 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
【05】消臭剤（工業用及び身体用のものを除く。），芳香消臭剤（工業用及び身体用のものを 2005.05.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
除く。），防臭剤（身体用のものを除く。），芳香防臭剤（身体用のものを除く。），脱臭剤（工 項16号)
業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセ 2005.06.15 手続補正書
2005.06.15 意見書
ル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ば
んそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取 2005.06.16 認定･付加情報
り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
2005.06.16 認定･付加情報
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱 2006.03.24 拒絶査定
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水
器，家庭用電気式または電池式芳香器，家庭用電気式または電池式消臭器，家庭用電気
式または電池式芳香消臭器，家庭用電気式または電池式脱臭器，浴槽類，あんどん，ちょ
うちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付
き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用いす，家庭用汚水浄化槽，家

通常:
2004-084567
標準

通常:
2004-089474
標準

通常:
2004-089475
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜き剤，洗濯用柔軟剤，洗濯 【中間記録情報】
用漂白剤，洗濯用仕上剤，洗濯用のり剤，化粧用接着剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴 [審査]
2004.09.14 願書
墨，つや出し剤，せっけん類，洗口液，その他の歯磨き，化粧品，香料類，研磨紙，研磨
2005.05.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
布，研磨材，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛，化粧用綿棒
2005.06.29 意見書
2005.06.29 手続補足書
2005.06.29 手続補足書
2005.06.29 代理人受任届
2005.06.30 認定･付加情報
2005.06.30 認定･付加情報
2005.06.30 認定･付加情報
2005.07.28 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶査定

03,05,11

15

指定商品・役務

03
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,11

16

消臭ファンパワー

通常:
2004-089476
標準

03,05,11

17

ファンパワー

通常:
2004-089477
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

指定商品・役務

中間記録

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2004.09.29 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，芳香
2004.09.30 認定･付加情報
剤，消臭芳香剤，その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.05.06 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
【05】消臭剤（工業用及び身体用のものを除く。），芳香消臭剤（工業用及び身体用のものを 2005.05.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
除く。），防臭剤（身体用のものを除く。），芳香防臭剤（身体用のものを除く。），脱臭剤（工 条1項11号を除く))
業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセ 2005.06.15 手続補正書
2005.06.15 意見書
ル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ば
んそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取 2005.06.16 認定･付加情報
り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
2005.06.16 認定･付加情報
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱 2006.03.24 拒絶査定
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水
器，家庭用電気式または電池式芳香器，家庭用電気式または電池式消臭器，家庭用電気
式または電池式芳香消臭器，家庭用電気式または電池式脱臭器，浴槽類，あんどん，ちょ
うちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付
き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用いす，家庭用汚水浄化槽，家
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，芳香
2004.09.29 願書
剤，消臭芳香剤，その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，
2004.09.30 認定･付加情報
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.05.06 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
【05】消臭剤（工業用及び身体用のものを除く。），芳香消臭剤（工業用及び身体用のものを 2005.05.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
除く。），防臭剤（身体用のものを除く。），芳香防臭剤（身体用のものを除く。），脱臭剤（工 項16号)
業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセ 2005.06.15 手続補正書
2005.06.15 意見書
ル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ば
んそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取 2005.06.16 認定･付加情報
り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
2005.06.16 認定･付加情報
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱 2006.03.24 拒絶査定
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水
器，家庭用電気式または電池式芳香器，家庭用電気式または電池式消臭器，家庭用電気
式または電池式芳香消臭器，家庭用電気式または電池式脱臭器，浴槽類，あんどん，ちょ
うちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付
き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用いす，家庭用汚水浄化槽，家
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No.

18

19

20

21

商標（見本）

商標

うるおい浸透マスク

ふわ揺れ

毛穴＼キュッ！

ナチュラルライン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】パック用化粧料

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2004.10.19 願書
2004.10.20 認定･付加情報
2005.06.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.17 拒絶査定
2006.05.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

【中間記録情報】
[審査]
2004.10.20 願書
2004.10.20 認定･付加情報
2005.01.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.03.28 刊行物等提出書
2005.05.10 認定･付加情報
2005.05.17 刊行物等提出による通知書
2005.05.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.06 拒絶査定

通常 2004-093532

通常 2004-094426

通常 2004-095878

通常:
2004-096104
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

03
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【中間記録情報】
[審査]
2004.10.12 願書
2004.10.13 認定･付加情報
2005.03.03 刊行物等提出書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.04.08 刊行物等提出による通知書
2005.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.05.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.07.06 手続補正書
2005.07.06 意見書
2005.07.07 手続補足書
2005.08.05 認定･付加情報
2005.09.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.30 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.10.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.11.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.31 拒絶査定
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
[審査]
2004.10.15 願書
2004.10.15 認定･付加情報
2005.02.08 刊行物等提出書
2005.03.09 認定･付加情報
2005.03.18 刊行物等提出による通知書
2005.03.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.07.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.24 意見書
2005.08.24 手続補足書
2005.09.27 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶査定
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No.

22

商標（見本）

商標

人造キューティクル

種別 出願番号

スーパーリストアリング＼ＳＵＰ
通常 2004-097394
ＥＲ ＲＥＳＴＯＲＩＮＧ

24

ＣＲＥＭＥ ＳＵＰＥＲ ＲＥＧＥＮＥ
ＲＡＮＴＥ ＡＢＳＯＬＵＥ＼クレー
通常 2004-097409
ムスペールレジェネラントアブソ
リュ

26

27

指定商品・役務

【中間記録情報】
[審査]
2004.10.08 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，歯磨き，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2004.10.25 願書
2005.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.01 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，歯磨き，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2004.10.25 願書
2005.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.01 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，歯磨き，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2004.10.25 願書
2005.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.01 拒絶査定

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜き剤，洗濯用柔軟剤，洗濯 【中間記録情報】
[審査]
用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふの
り，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類， 2004.11.01 願書
2004.11.08 認定･付加情報
研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

03,05

【03】化粧品，せっけん類
【05】浴剤

バイオリストアリングコンプレッ
クス＼ＢＩＯ－ＲＥＳＴＯＲＩＮＧ Ｃ 通常 2004-097416
ＯＭＰＬＥＸ

ＡＰＰＳ＼エイピーピーエス

日本の名湯 肥前の湯 嬉野

通常 2004-099768

通常:
2004-100188
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

【03】せっけん類，化粧品

通常 2004-097062

23

25

区分
03
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【中間記録情報】
[審査]
2004.11.02 願書
2004.11.02 認定･付加情報
2005.10.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.24 代理人受任届
2005.11.25 復代理人受任届
2005.11.28 意見書
2005.11.28 手続補足書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.10 認定･付加情報
2006.03.28 拒絶査定
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No.

28

29

30

31

商標（見本）

商標

日本の名湯 飛騨の湯 濁河

紅匠＼べにしょう

女優顔

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2004.11.02 願書
2004.11.02 認定･付加情報
2005.10.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.24 代理人受任届
2005.11.25 復代理人受任届
2005.11.28 意見書
2005.11.28 手続補足書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.10 認定･付加情報
2006.03.28 拒絶査定

03,21

【03】せっけん類，化粧品，香料類
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

【中間記録情報】
[審査]
2004.11.05 願書
2004.11.05 認定･付加情報
2005.12.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛，かつら装着用接着剤，つけま 【中間記録情報】
つ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱 [審査]
2004.11.16 願書
脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨
紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥 2004.11.19 手続補足書
2004.12.21 認定･付加情報
離剤
2005.07.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.24 拒絶査定

03,42,44

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
2004.11.24 願書
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.07.15 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
毛
第4条1項11号)
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら 2005.10.13 手続補正書
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
2005.10.13 意見書
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ 2006.03.24 拒絶査定
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
保険に関する手続の代理，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラム
の提供，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸与
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農
【01】食品添加剤，その他の化学剤，その他の化学品，人工甘味料
【中間記録情報】
[審査]
2004.12.01 願書
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.17 拒絶査定

通常:
2004-100189
標準

通常 2004-101073

通常:
2004-104718
標準

ＴＨＥＲＭＡＥ＼ＴＥＲＭＥ ＤＩ Ｓ
ＡＬＳＯＭＡＧＧＩＯＲＥ Ｓ．Ｐ．
通常 2004-107210
Ａ．

ＭＩＣＲＯＢＵＢＢＬＥ

通常:
2004-109740
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

【03】化粧品，せっけん類
【05】浴剤

01
32

指定商品・役務

03,05

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

2006/7/28
10／35

３条拒絶（化学）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03

33

ＭＩＣＲＯＢＵＢＢＬＥ

通常:
2004-109743
標準
05

34

35

36

37

38

39

ＭＩＣＲＯＢＵＢＢＬＥ

ＭＩＣＲＯＮＡＮＯＢＵＢＢＬＥ

ＭＩＣＲＯＮＡＮＯＢＵＢＢＬＥ

ＭＩＣＲＯＮＡＮＯＢＵＢＢＬＥ

ＮＡＮＯＢＵＢＢＬＥ

エーゼット

通常:
2004-109745
標準

指定商品・役務

01

【01】食品添加剤，その他の化学剤，その他の化学品，人工甘味料

03

【03】せっけん類，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる 【中間記録情報】
食品香料，薫料，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接 [審査]
2004.12.01 願書
着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さ
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
び除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨
項16号)
布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
2006.03.17 拒絶査定

05

【05】ビタミン剤，アミノ酸剤，カルシウム剤，食品強化剤，食餌療法用食品，その他の滋養 【中間記録情報】
[審査]
強壮変質剤，その他の薬剤，乳児用食品，乳糖
2004.12.01 願書
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

01

【01】食品添加剤，その他の化学剤，その他の化学品，人工甘味料

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.01 願書
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.17 拒絶査定

01

【01】植物成長調整剤類，肥料

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.08 願書
2004.12.08 認定･付加情報
2005.08.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.08.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.12 手続補正書
2005.09.12 意見書
2005.09.12 認定･付加情報
2005.09.13 手続補足書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.03.30 拒絶査定
2006.05.01 手続補正書

通常:
2004-109751
標準

通常:
2004-109752
標準

通常:
2004-109753
標準

通常:
2004-109763
標準

通常:
2004-112119
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

【03】せっけん類，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる 【中間記録情報】
食品香料，薫料，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接 [審査]
2004.12.01 願書
着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さ
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
び除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨
号)
布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
2006.03.17 拒絶査定
【05】ビタミン剤，アミノ酸剤，カルシウム剤，食品強化剤，食餌療法用食品，その他の滋養 【中間記録情報】
[審査]
強壮変質剤，その他の薬剤，乳児用食品，乳糖
2004.12.01 願書
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定
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【中間記録情報】
[審査]
2004.12.01 願書
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.17 拒絶査定
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40

41

42

43

44

45

商標（見本）

商標

ｄａｎｄｅｌｉｏｎ

ＮＡＮＯ―ＦＩＴ

§び じん ゆ＼美人の湯

ダゾメット

ＤＡＺＯＭＥＴ

ウッドソイル

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯， 【中間記録情報】
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， [審査]
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受 2004.12.08 願書
2005.01.17 認定･付加情報
精用精液，咀嚼嚥下障害者用食品
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.15 願書
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.29 拒絶査定

05

【05】入浴剤

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.08 願書
2005.08.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.22 手続補正書
2005.08.22 意見書
2005.10.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.06 補正の却下の決定
2006.01.31 上申書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶査定

05

【05】薬剤

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.27 願書
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

05

【05】薬剤

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.27 願書
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

01

【01】樹皮繊維と牛糞堆肥と黒土とからなる法面植生緑化用の植物生育用人工土壌

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.28 願書
2005.01.04 認定･付加情報
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.10.05 手続補正書
2005.10.05 手続補足書
2005.10.05 認定･付加情報
2005.10.05 認定･付加情報
2005.10.05 意見書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.03.30 拒絶査定

分割:
2004-112221
標準

通常:
2004-114271
標準

通常 2004-116168

通常:
2004-118230
標準

通常:
2004-118231
標準

通常:
2004-118974
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

05
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46

47

48

49

50

51

商標（見本）

商標

摘みたてイチゴ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2005.01.05 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.01.05 認定･付加情報
2005.08.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2005.09.28 意見書
2005.09.28 代理人選任届
2005.09.28 手続補足書
2005.10.20 認定･付加情報
2005.10.28 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶査定
2006.06.13 手続補正書(方式)

05

【05】診断用薬剤，医療用生物学的製剤，生薬，医療用飼料添加剤，医療用アルブミン製 【中間記録情報】
剤，医療用酵素，医療用診断剤，獣医科用薬剤，免疫調整剤，医療用又は獣医科用の化 [審査]
2005.01.05 願書
学試薬，薬剤
2005.01.07 認定･付加情報
2005.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.28 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.12 願書
2005.01.12 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.03 拒絶査定

01

【01】土壌安定剤

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.14 願書
2005.01.19 認定･付加情報
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 拒絶査定

05

【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ 【中間記録情報】
セル，眼帯，耳帯，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ [審査]
ンティ，脱脂綿，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包帯液，防虫紙，胸当てパッド
2005.01.18 願書
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.04 意見書
2006.03.30 拒絶査定

03

【03】薫料，その他の香料類，せっけん類，化粧品，歯磨き

通常:
2005-000161
標準

Ｐｌａｎｔ－ｍａｄｅ ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉ
通常 2005-000302
ｃａｌｓ

レッツ トゥインクル＼Ｌｅｔ’ｓ Ｔ
通常 2005-001640
ｗｉｎｋｌｅ！

可塑状ゲル

ダブルワン

ＳＯＵＳ ＬＥＳ ＦＥＵＩＬＬＥＳ＼
スーレフィーユ

通常:
2005-002246
標準

通常:
2005-003071
標準

通常 2005-004657

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

03
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【中間記録情報】
[審査]
2005.01.24 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.15 拒絶査定

2006/7/28
13／35

３条拒絶（化学）２００６．０３.xls
No.

52

53

54

55

56

57

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類，化粧品，香料類

01

【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥 【中間記録情報】
[審査]
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味
2005.01.28 願書
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
2005.01.28 認定･付加情報
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2005.01.28 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.01.28 認定･付加情報
2005.06.29 刊行物等提出書
毛
2005.08.15 認定･付加情報
2005.08.19 刊行物等提出による通知書
2005.09.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

05

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯， 【中間記録情報】
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， [審査]
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児 2005.01.28 願書
2005.01.28 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.31 願書
2005.01.31 認定･付加情報
2005.06.29 刊行物等提出書
2005.08.02 認定･付加情報
2005.08.05 刊行物等提出による通知書
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.31 願書
2005.01.31 認定･付加情報
2005.07.08 刊行物等提出書
2005.08.15 認定･付加情報
2005.08.19 刊行物等提出による通知書
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

ハリ＆のび＼ＨＡＲＩ ＆ ＮＯＢＩ 通常 2005-005539

アンチエイジングケア

アンチエイジングケア

アンチエイジングケア

シアーベージュ

通常:
2005-006338
標準

通常:
2005-006339
標準

通常:
2005-006340
標準

通常:
2005-006949
標準

ＮＵＡＮＣＥ ＰＩＮＫ＼ニュアンス
通常 2005-006950
ピンク

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

03
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【中間記録情報】
[審査]
2005.01.26 願書
2005.01.26 認定･付加情報
2005.09.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.11 意見書
2005.10.11 認定･付加情報
2005.10.11 手続補足書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶査定

2006/7/28
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No.

58

59

60

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.19 願書
2005.02.15 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.03 願書
2005.02.03 認定･付加情報
2005.07.29 刊行物等提出書
2005.08.25 認定･付加情報
2005.09.02 刊行物等提出による通知書
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2005.02.04 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.07.29 刊行物等提出書
2005.08.26 認定･付加情報
毛
2005.08.29 刊行物等提出による通知書
2005.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.11.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.04 手続補正書
2006.01.04 意見書
2006.02.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.06 拒絶査定
2006.04.06 手続補正書
【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き
【中間記録情報】
[審査]
2005.02.07 願書
2005.07.29 刊行物等提出書
2005.08.26 認定･付加情報
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2005.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

定期的な復習ができる、デスク
通常 2005-007821
ダイアリーを使った復習方法

カシスブラウン

すべすべ

ウォーターエッセンス

通常:
2005-008510
標準

通常:
2005-009152
標準

通常:
2005-009391
標準

03

62

Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ Ｍｉｌｋ＼ストロベ
リーミルク

【03】化粧品，せっけん類

通常 2005-009903

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

【01】学習方法、学習塾、家庭教師、通信教育、勉強方法

03

61

指定商品・役務

01
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【中間記録情報】
[審査]
2005.02.08 願書
2005.02.08 認定･付加情報
2005.07.29 刊行物等提出書
2005.08.26 認定･付加情報
2005.09.05 刊行物等提出による通知書
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

2006/7/28
15／35
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No.

63

64

65

66

67

68

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】化粧品，せっけん類

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛，かつら装着用接着剤，つけま 【中間記録情報】
つ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱 [審査]
2005.02.08 願書
脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨
紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥 2005.02.18 手続補正書
2005.03.22 認定･付加情報
離剤
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや 【中間記録情報】
[審査]
出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除
去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ 2005.02.08 願書
2005.04.01 手続補正指令書(出願)
毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや
2005.04.05 手続補正書(方式)
出し剤
2005.05.09 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

03

【03】アイライナー形状からなる化粧品

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.27 願書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.31 拒絶査定

03

【03】マスカラー形状からなる化粧品

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.27 願書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.31 拒絶査定

05,29,30,32

【05】食餌療法用飲料，食餌療法用食品，植物ステロールを含有する錠剤状・粉状・液状の
栄養補給剤，その他の薬剤，乳糖
【29】植物ステロールを主原料にした錠剤状・粉状・液状の加工食料品，加工野菜及び加
工果実，加工卵，卵，乳製品，食用たんぱく，食用油脂，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加
工水産物，豆乳，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】穀類を主原料にした錠剤状・粉状・液状の加工食料品，米を使用してなる菓子，その
他の菓子及びパン，食品香料（精油のものを除く。），調味料，香辛料，穀物の加工品，サ
ンドイッチ，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウ
ダー，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，食用粉類，食用グルテン
【32】植物ステロールを含有する清涼飲料，米を原料とする清涼飲料，その他の清涼飲料，
果実飲料，飲料用野菜ジュース，飲料製造用調整品，乳清飲料

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.15 願書
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.24 期間延長請求書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶査定

Ｒｏｙａｌ Ｍｉｌｋ Ｔｅａ＼ロイヤルミ
通常 2005-009905
ルクティ

ＶＣ１００＼ヴイシーヒャク

素肌呼吸

泣けるアイライナー

泣けるマスカラ

通常 2005-010035

通常 2005-010092

通常 2005-010261

通常 2005-010262

ＮＡＴＵＲＡＬＬＹ ＳＯＵＲＣＥＤ
ＣＨＯＬＥＳＴＥＲＯＬ ＲＥＤＵＣＥ 通常 2005-012111
Ｒ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

03
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【中間記録情報】
[審査]
2005.02.08 願書
2005.02.08 認定･付加情報
2005.07.29 刊行物等提出書
2005.08.26 認定･付加情報
2005.09.05 刊行物等提出による通知書
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.24 拒絶査定
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３条拒絶（化学）２００６．０３.xls
No.

69

70

71

72

73

商標（見本）

商標

ＢＥＡＵＴＥＯＵＳ＼ビューテス

シードラック

うす型すっきりタイプ

うす型快適

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.16 願書
2005.02.16 認定･付加情報
2005.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.07 意見書
2005.11.07 手続補足書
2005.11.07 代理人受任届
2005.11.08 認定･付加情報
2005.11.08 認定･付加情報
2005.12.05 認定･付加情報
2006.03.30 拒絶査定

05

【05】薬剤

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.16 願書
2005.10.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.18 意見書
2005.11.18 手続補足書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.03.07 拒絶査定

05

【05】失禁用パンツ型おしめ

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.22 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

05

【05】失禁用パンツ型おしめ

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.22 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.28 願書
2005.02.28 認定･付加情報
2005.08.03 刊行物等提出書
2005.09.07 認定･付加情報
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2005.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶査定

通常 2005-012430

通常:
2005-012637
標準

通常 2005-014449

通常:
2005-014450
標準

ストレスケア＼ＳＴＲＥＳＳ ＣＡＲ
通常 2005-016714
Ｅ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

03
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No.

74

75

76

77

78

79

80

商標（見本）

商標

カスカラ＼ＣＡＳＣＡＲＡ

吸脂水

除脂水

インプルーブメントデトックス

ナノ エンリッチセラム

エコクロップ

頭皮常在細菌

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】薬剤

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2005.03.03 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.03.15 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2005.03.03 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.03.15 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

03,44

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香 【中間記録情報】
料，精油からなる食品香料
[審査]
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，は 2005.03.03 願書
り
2005.03.03 認定･付加情報
2005.11.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.01 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

01,03,05,30,31

【01】植物成長調整剤類
【中間記録情報】
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香 [審査]
料，精油からなる食品香料，薫料
2005.03.07 願書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【05】薬剤
【30】茶，香辛料，穀物の加工品，米，脱穀済みえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
項16号)
2006.03.10 拒絶査定
【31】野菜，茶の葉，果実

03

【03】化粧品，せっけん類，香料類，歯磨き

通常 2005-018130

通常:
2005-018242
標準

通常:
2005-018243
標準

通常:
2005-018444
標準

通常:
2005-018770
標準

通常:
2005-019235
標準

通常:
2005-020579
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

05
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【中間記録情報】
[審査]
2005.03.03 願書
2005.03.03 認定･付加情報
2005.04.22 代理人受任届
2005.04.22 認定･付加情報
2005.07.22 代理人辞任届
2005.07.22 認定･付加情報
2005.11.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.28 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.04 願書
2005.03.04 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.10 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.10 願書
2005.08.03 刊行物等提出書
2005.09.07 認定･付加情報
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.03 拒絶査定

2006/7/28
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03

81

ブレンドアロマ

通常:
2005-020843
標準

薬石ラドン温泉

通常:
2005-022281
標準

01
82

83

84

85

ビーズキャンドル

森林浴気分

ｅクリーン

指定商品・役務

04

【04】ろうそく，ろう

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.03 願書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

05

【05】入浴剤，その他の薬剤

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.16 願書
2005.03.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.03.22 認定･付加情報
2005.04.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

03

【03】洗剤の商品開発、製造、販売

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.03 願書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.10 拒絶査定

通常:
2005-022704
標準

通常:
2005-023171
標準

通常 2005-023261

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2005.03.10 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.03.10 認定･付加情報
2005.08.03 刊行物等提出書
毛
2005.09.06 認定･付加情報
2005.09.09 刊行物等提出による通知書
2005.09.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.14 手続補正書
2005.12.14 手続補正書
2005.12.14 上申書
2005.12.14 代理人受任届
2005.12.20 手続補正書
2006.01.18 意見書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.03 認定･付加情報
2006.03.01 拒絶査定
【01】ラドン
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.15 願書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 拒絶査定
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No.

86

87

88

89

90

91

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.18 願書
2005.03.22 認定･付加情報
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶査定

03,21

【03】洗口液，その他の歯磨き
【21】電気式歯ブラシ，歯ブラシ

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.23 願書
2005.08.12 刊行物等提出書
2005.09.08 認定･付加情報
2005.09.30 刊行物等提出による通知書
2005.10.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.19 手続補正書
2006.03.03 拒絶査定

05

【05】失禁用パンツ型おしめ

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.23 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.22 意見書
2006.03.03 拒絶査定

05

【05】衛生マスク・アイマスク・眼帯

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.10 願書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】化粧品、石鹸類、香料類、つやだし剤、爪用化粧品

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.09 願書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.08.12 刊行物等提出書
2005.09.09 認定･付加情報
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.11 願書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

モイスチャードバリア＼ＭＯＩＳＴ
通常 2005-024162
ＵＲＥＤ ＢＡＲＲＩＥＲ

デリケート

２Ｗａｙパンツ

バイオマスク＼ＢＩＯＭＡＳＫ

ＯＮＥ ＴＯＵＣＨ ＮＡＩＬ＼ワン
タッチネイル

通常:
2005-025050
標準

通常:
2005-025109
標準

通常 2005-025247

通常 2005-025295

ＢＯＤＹＬＡＭＥＧＥＬ＼ボディラメ
通常 2005-025842
ジェル

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

03
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92

93

94

商標（見本）

商標

きめ肌

種別 出願番号

区分

03,44

【03】化粧品，せっけん類，香料類
【44】美容・理容

01

【01】堆肥

通常:
2005-025911
標準

メディカル＆スパ＼ＭＥＤＩＣＡＬ
通常 2005-026113
＆ＳＰＡ

活力堆肥

バリアクリーム

通常:
2005-026159
標準

通常:
2005-027417
標準
03,29,30,32

96

97

98

オリーブ果実水の、ちから

ゆうきの力＼有機の力＼有機
のちから＼ゆうきのちから

オーツ＼Ｏａｔｓ

通常 2005-027498

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.25 願書
2005.03.25 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定
2006.04.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.25 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.03 拒絶査定
【05】皮膚防水・保護クリーム，鼻腔吸着クリーム，衛生マスク
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.29 願書
2005.03.30 手続補正書
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.27 拒絶査定
【03】オリーブ由来成分を配合したせっけん類，オリーブ由来成分を配合した化粧品，オ
【中間記録情報】
リーブ由来成分を配合した香料類
[審査]
【29】オリーブ由来成分を配合してなる顆粒状・錠剤状・粉末状・ゲル状・カプセル状の加工 2005.03.29 願書
食品
2005.03.30 認定･付加情報
【30】菓子及びパン
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【32】清涼飲料，果実飲料
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.28 拒絶査定
2006.06.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

01

【01】肥料，土壌改良剤

03

【03】愛玩動物用シャンプー，愛玩動物用イヤークリーナー，その他のせっけん類，愛玩動 【中間記録情報】
物用歯磨き，その他の歯磨き，愛玩動物用コンディショナー，愛玩動物用ブラッシング剤， [審査]
2005.03.31 願書
その他の化粧品，愛玩動物用消臭芳香剤，愛玩動物用香料類，その他の香料類
2005.12.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.01 拒絶査定

通常 2005-027689

通常 2005-028182

中間記録

【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ 【中間記録情報】
セル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプ [審査]
キン，生理用パンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包帯 2005.03.10 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
液，防虫紙，胸当てパッド
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

05
95

指定商品・役務

05
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【中間記録情報】
[審査]
2005.03.30 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.31 拒絶査定
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No.

99

100

101

102

103

104

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【02】アクリル絵の具

05

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯， 【中間記録情報】
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， [審査]
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児 2005.04.05 願書
2005.04.05 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定

05

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯， 【中間記録情報】
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， [審査]
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児 2005.04.05 願書
2005.04.05 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2005.04.05 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.04.05 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.06 願書
2005.09.13 刊行物等提出書
2005.10.14 刊行物等提出による通知書
2005.10.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.06 願書
2005.09.13 刊行物等提出書
2005.10.13 認定･付加情報
2005.10.14 刊行物等提出による通知書
2005.10.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

アクリルカラーファウンデーショ
通常 2005-029263
ン

話せる

話せる立体

パーフェクトリフト ＡＡ

敏感肌を改善

角質をうるおす

通常:
2005-029711
標準

通常:
2005-029712
標準

通常 2005-029741

通常 2005-030110

通常 2005-030111

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

02
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【中間記録情報】
[審査]
2005.04.04 願書
2005.04.04 認定･付加情報
2005.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.06 拒絶査定
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No.

105

106

107

108

109

110

商標（見本）

商標

皮膚の調整作用

濃厚

純金美容

自然志向

サーモソイル

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.06 願書
2005.09.13 刊行物等提出書
2005.10.13 認定･付加情報
2005.10.14 刊行物等提出による通知書
2005.10.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.06 願書
2005.04.06 認定･付加情報
2005.09.13 刊行物等提出書
2005.10.13 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛，パック用化粧料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.06 願書
2005.04.13 認定･付加情報
2005.09.13 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

01

【01】土壌安定剤，土壌改良剤，腐葉土，植物生育用人工土壌，園芸用土

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.07 願書
2005.09.13 刊行物等提出書
2005.10.13 認定･付加情報
2005.10.14 刊行物等提出による通知書
2005.10.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.03 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.25 願書
2005.04.25 認定･付加情報
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.10 拒絶査定

01

【01】肥料，土壌改良剤

通常 2005-030112

通常:
2005-030174
標準

通常:
2005-030531
標準

通常 2005-030976

通常:
2005-031127
標準

ハイグレード＼はいぐれーど＼
通常 2005-031684
ＨＩＧＨ ＧＲＡＤＥ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

03

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.11 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定
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No.

111

112

113

114

115

116

商標（見本）

商標

あかり

軽量リキッド

キューティクルポリマー

質感チェンジ成分

ＳＯＡＰＦＲＥＥ＼ソープフリー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【04】ろうそく，アロマキャンドル

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.12 願書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.13 願書
2005.04.13 認定･付加情報
2005.09.13 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.13 願書
2005.04.13 認定･付加情報
2005.10.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.13 願書
2005.04.13 認定･付加情報
2005.09.13 刊行物等提出書
2005.10.13 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2005.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

03

【03】せっけん類，歯みがき，化粧品，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

02

【02】塗料

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.30 願書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

通常 2005-032441

通常:
2005-032885
標準

通常 2005-033030

通常 2005-033031

通常 2005-033100

コラーゲン フィニッシュ＼ＣＯＬ
通常 2005-033126
ＬＡＧＥＮ ＦＩＮＩＳＨ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

04
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No.

117

118

119

120

121

122

商標（見本）

商標

ＭＩＲＲＯＲＣＬＥＡＲ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

01,03

区分

【01】化学品
【03】洗浄剤（製造工程及び医療用のものを除く），家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さ
び除去剤，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨材，研磨用砂，人工軽石，つや出し紙，つや
出し布，せっけん類，洗濯用でん粉のり

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.05 願書
2005.11.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.18 願書
2005.09.14 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.18 刊行物等提出による通知書
2005.12.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，香料類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.19 願書
2005.04.19 認定･付加情報
2005.09.14 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

01,16

【01】のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
【16】文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着剤

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.19 願書
2005.04.19 認定･付加情報
2005.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.16 拒絶査定

01

【01】化学品，植物成長調整剤，肥料，陶磁器用釉薬，非金属鉱物，原料プラスチック

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.20 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.09 伺い書
2005.12.16 伺い回答書
2006.03.17 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.20 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

通常:
2005-034583
標準

シェードカラー＼ＳＨＡＤＥ ＣＯ
通常 2005-034610
ＬＯＲ

クイックマッサージ

ドライ接着

通常:
2005-034699
標準

通常:
2005-034874
標準

ａｌｗａｙｓ ｆｏｒ ｙｏｕ ａｎｄ ｗｉｔｈ 通常:
2005-035520
ｙｏｕ
標準

ナチュラルアロマスタイル

通常:
2005-035523
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,11,37

123

水と空気

通常:
2005-035710
標準

03
124

125

126

天然肌水

ＮＯＴＥ＼ノート

コラーゲン泥パック・ゴールド

通常 2005-036098

指定商品・役務

03

【03】合成香料，調合香料，薫料，香水類

03

【03】化粧品，美顔用パック

通常 2005-036102

通常 2005-036544

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふの [審査]
り，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類， 2005.04.21 願書
研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.04.21 認定･付加情報
【05】洗面所用芳香殺菌消毒剤その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガー 2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱 条1項11号を除く))
脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おし
2006.03.20 拒絶査定
め，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
【11】水洗便器用の薬液供給器，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装
置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボ
イラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械
器具（いすを除く。），業務用加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒液，
水道用栓，タンク用水位制御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却
炉，太陽熱利用温水器，浄水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇
口用座金，水道蛇口用ワッシャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボッ
クス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，
ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペ
ンサー，便器，和式便器用いす，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，科学物質を充て
んした保温保冷具，火鉢類，せっけん用ディスペンサー，便座用除菌剤ディスペンサー
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
【03】せっけん類，化粧品
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.08 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.10 拒絶査定
2006.05.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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【中間記録情報】
[審査]
2005.04.08 願書
2005.06.09 刊行物等提出書
2005.07.14 認定･付加情報
2005.07.22 刊行物等提出による通知書
2005.07.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.14 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.10 拒絶査定
2006.04.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.12 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定
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No.

127

128

129

130

131

商標（見本）

商標

おうちでエステ

韓方美肌▲黄▼土

ビフォア シェイビング クリーム

ＸＬ－３

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.12 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.05.24 手続補正書(方式)
2005.06.29 認定･付加情報
2005.06.29 認定･付加情報
2005.09.14 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2005.10.27 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.29 願書
2005.05.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

03

【03】皮膚保護クリーム

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.11 願書
2005.05.11 認定･付加情報
2005.09.14 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

05

【05】痛み止め用薬剤，鎮痛剤，解熱剤，感冒薬，呼吸器官疾患に用いられる予防用又は 【中間記録情報】
[審査]
治療用の薬剤，その他の薬剤
2005.04.27 願書
2005.04.28 認定･付加情報
2005.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.13 意見書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.27 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

通常 2005-036553

通常 2005-036570

通常:
2005-036587
標準

通常 2005-037990

スムースリーＯ２＼スムースリー
通常 2005-038193
オーツー＼ｓｍｏｏｔｈｌｙ Ｏ２

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

03
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【中間記録情報】
[審査]
2005.04.27 願書
2005.04.28 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶査定
2006.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

132

133

134

135

136

137

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.27 願書
2005.04.28 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.27 願書
2005.04.28 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.27 願書
2005.04.28 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.27 願書
2005.04.28 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.27 願書
2005.04.28 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.28 願書
2005.04.28 認定･付加情報
2005.09.15 刊行物等提出書
2005.10.20 認定･付加情報
2005.10.24 刊行物等提出による通知書
2005.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 拒絶査定

Ｏ２フィット＼オーツーフィット＼
通常 2005-038194
Ｏ２Ｆｉｔ

Ｏ２フィックス＼オーツーフィック
通常 2005-038195
ス＼Ｏ２Ｆｉｘ

３Ｄフィット＼スリーディーフィット 通常 2005-038196

スマートフィット＼ｓｍａｒｔ ｆｉｔ

Ｈｉ－Ｏ２＼ハイオーツー

ビスケットベージュ

通常 2005-038197

通常 2005-038198

通常:
2005-038417
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

03
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No.

138

139

140

141

商標（見本）

商標

低ＶＯＣ

お米コスメ

スーパーファイン

葛華＼かっか

種別 出願番号

区分

ラインブロック

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.28 願書
2005.04.28 認定･付加情報
2005.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.13 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.28 願書
2005.04.28 認定･付加情報
2005.09.14 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

01

【01】肥料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.28 願書
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.22 拒絶査定
2006.06.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

05

【05】葛の花を原材料にした薬剤，葛の花を原材料にした歯科用材料，葛の花を原材料に 【中間記録情報】
した医療用腕輪，葛の花を原材料にした医療用油紙，葛の花を原材料にした衛生マスク， [審査]
2005.04.28 願書
葛の花を原材料にしたオブラート，葛の花を原材料にしたガーゼ，葛の花を原材料にした
カプセル，葛の花を原材料にした眼帯，葛の花を原材料にした耳帯，葛の花を原材料にし 2005.04.28 認定･付加情報
た失禁用おしめ，葛の花を原材料にした人工受精用精液，葛の花を原材料にした生理帯， 2005.05.06 職権訂正履歴(職権訂正)
葛の花を原材料にした生理用タンポン，葛の花を原材料にした生理用ナプキン，葛の花を 2005.05.12 職権訂正通知書(職権訂正)
原材料にした生理用パンティ，葛の花を原材料にした脱脂綿，葛の花を原材料にした乳児 2005.06.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
用粉乳，葛の花を原材料にした乳糖，葛の花を原材料にしたはえ取り紙，葛の花を原材料 号)
にしたばんそうこう，葛の花を原材料にした包帯，葛の花を原材料にした包帯液，葛の花を 2005.08.02 手続補正書
2005.08.02 手続補足書
原材料にした防虫紙，葛の花を原材料にした胸当てパッド
2005.08.02 意見書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶査定
【03】化粧品，せっけん類，香料類
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.06 願書
2005.05.06 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.17 拒絶査定
【03】化粧品，せっけん類，香料類
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.06 願書
2005.05.06 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

通常:
2005-038475
標準

通常:
2005-038502
標準

通常:
2005-038639
標準

分割 2005-038753

通常:
2005-039644
標準
03

143

ラインキープ成分

通常:
2005-039645
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

【01】のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）

03
142

指定商品・役務

01
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No.

144

145

商標（見本）

商標

くだものまんま

おやさいまんま

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

05

【05】乳幼児の離乳育児用加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.06 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

05

【05】乳幼児の離乳育児用加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.06 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

通常 2005-039656

通常 2005-039657

03,05,10,21,29,30,3 【03】せっけん類，化粧品，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベン 【中間記録情報】
ジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用 [審査]
2

146

アンズ

通常 2005-039668

01
147

ＡＭＹＬＯＥＳ

通常:
2005-039677
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，歯磨き，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ
毛
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【10】業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包
帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法
ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のもの
を除く。），家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【21】化粧用具，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家
禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事
用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属
製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボック
ス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう
入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを
除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製の
ものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式の
コーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タ
ルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，よう
じ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロ
【01】化学品，植物成長調整剤類，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），高
級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，原料プラスチック，パルプ，工業用粉類，肥料，写真材
料，試験紙，人工甘味料，陶磁器用釉薬
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2005.05.06 願書
2005.06.25 刊行物等提出書
2005.07.28 認定･付加情報
2005.08.02 刊行物等提出による通知書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.07 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.06 願書
2005.05.06 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,29,30,32

148

ドクター ナリッシュ＼コスメ
ティック

通常 2005-041763

05,44
149

くすりホンポ

通常:
2005-041795
標準
03,44

150

エコネイル＼ＥＣＯ ＮＡＩＬ

指定商品・役務
【03】せっけん類，香料類，化粧品，かつら装着用接着剤，つけづめ，つけまつ毛，つけま
つ毛用接着剤，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジ
ン，洗濯用柔軟剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用漂白剤，洗濯用ふのり，つや出し剤，研磨
紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥
離剤
【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプ
キン，生理用パンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包帯
液，防虫紙，胸当てパッド，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく，ビタミン等を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆
粒状・ゼリー状・液状の加工食品，水産物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセ
ル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤
状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，納豆の抽出物を主原料にした
粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，植物油の抽出物
を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，牛
乳抽出精製物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状
の加工食品，食物繊維を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー
状・液状の加工食品，ペプチドを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・
ゼリー状・液状の加工食品，植物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒
状・ゼリー状・液状の加工食品
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
【05】薬剤
【44】調剤，薬局における助言

通常 2005-042072

ＣＯＯＬＢＩＺ クールビズ

通常:
2005-043305
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2005.05.13 認定･付加情報
2005.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.15 拒絶査定

【03】化粧品，つけづめ
【中間記録情報】
【44】爪のカット・甘皮の処理・やすりがけ・マッサージ・パック・ネイルアートを主とする手又 [審査]
2005.05.13 願書
は足の美容
2005.05.25 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.08 手続補正書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.08 意見書
2006.03.17 拒絶査定

03,05,11,16,18,20,2 【03】せっけん類，化粧品，香料類
【05】薬剤，衛生マスク，生理用ショーツ
3,24,27,28,37
151

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2005.05.13 認定･付加情報
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.01 拒絶査定

【11】業務用冷房装置，家庭用電熱用品類
【16】衛生手ふき，紙製タオル，紙類，文房具類
【18】かばん類，傘
【20】クッション，まくら，うちわ，家具，屋内用ブラインド，つい立て
【23】糸
【24】織物，メリヤス生地，布製身の回り品，敷布，布団，ふきん，カーテン
【27】洗い場用マット，敷物，壁掛け，人工芝，壁紙
【28】おもちゃ，運動用具
【37】建築工事，建築技法
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.05.18 認定･付加情報
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.09 拒絶査定
2006.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

152

153

154

商標（見本）

商標

ケストース

低ＶＯＣ

内外美容発

種別 出願番号

区分

02,17,19,20

【02】塗料
【中間記録情報】
【17】プラスチック基礎製品
[審査]
【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専 2005.05.19 願書
用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用 2005.05.24 認定･付加情報
の専用材料，建築用仕上げ塗材
2005.12.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
【20】家具
2006.03.03 拒絶査定

03,11,29,44

【03】化粧品，せっけん類，香料類
【11】業務用美顔器，その他の美容院用または理髪店用の機械器具（いすを除く），家庭用
電気式美顔器その他の家庭用電熱用品類，アルカリイオン水生成器
【29】ビタミンを主原料とするブロック状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の加
工食品，大豆を主原料とするブロック状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の
加工食品，アンジェリカ・イチョウ葉・ウコンを主原料とするブロック状・粉末状・顆粒状・錠
剤状・液状及びカプセル状の加工食品，マカを主原料とするブロック状・粉末状・顆粒状・錠
剤状・液状及びカプセル状の加工食品，ガルシニアを主原料とするブロック状・粉末状・顆
粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の加工食品，黒大豆種皮エキスを主原料とするブロック
状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，
卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加
工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・
シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【44】肌の美容・エステティック美容・その他の美容及びこれらに関する指導及び情報の提
供，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔
道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，医療用
機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
【02】塗料
【17】断熱材

通常 2005-043432

通常:
2005-043797
標準

通常:
2005-045508
標準

抗菌断熱くん＼コーキン断熱く
通常 2005-045643
ん＼こーきん断熱くん

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

【01】化学品，植物成長調整剤類，人工甘味料
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，菓子及び
パン，調味料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト

02,17
155

指定商品・役務

01,30
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.05.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.06.24 手続補正指令書(出願)
2005.06.30 手続補正書(方式)
2005.07.28 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.26 意見書
2005.12.27 手続補足書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.11 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.24 拒絶査定

2006/7/28
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３条拒絶（化学）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,08,41,44

156

眉スタイリング

通常:
2005-046212
標準

指定商品・役務

中間記録

【03】眉用化粧品，まゆ墨用ライニング化粧品，まゆ毛用ペンシル型化粧品，アイブローペ 【中間記録情報】
ンシル，美容院で行う刺青用の化粧品
[審査]
【08】眉切りハサミ，眉毛用電気かみそり
2005.05.12 願書
2005.07.08 手続補正指令書(出願)
【41】眉・目の際・唇等の皮膚への入れ墨に関するセミナーの企画・運営又は開催，眉・目
の際・唇等の皮膚への入れ墨に関する書籍の制作，眉・目の際等の皮膚への入れ墨の教 2005.10.12 刊行物等提出書
授，化粧方法及び化粧品に関する講演会・セミナーの企画・運営又は開催，化粧方法及び 2005.11.09 認定･付加情報
2005.11.18 刊行物等提出による通知書
化粧品に関する知識の教授，化粧方法及び化粧品に係る知識の教授に関する情報の提
供
2005.11.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
【44】ヘアーメイク，化粧方法に関する助言，メークアップ，ワックス・毛抜きを使用した美容 2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.13 手続補正書
2006.02.13 意見書
2006.03.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.31 認定情報通知書
2006.03.31 拒絶査定
2006.03.31 認定情報通知書

03,16,18,24,25,27,2 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
8,34

157

ＤＯＮＧ ＧＡＭ

通常:
2005-046231
標準

03

158

蒸しタオル

通常 2005-046693

01,02,17,19,20,37

159

超低ＶＯＣ

通常:
2005-051080
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

2005.05.25 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.05.26 認定･付加情報
毛
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス， 2006.03.22 拒絶査定
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
ビリヤードクロス，布製ラベル
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
【03】化粧品
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.13 手続補正書
2006.01.13 意見書
2006.03.17 拒絶査定
【01】のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
【中間記録情報】
【02】塗料
[審査]
【17】プラスチック基礎製品
2005.06.08 願書
【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専 2005.06.08 認定･付加情報
用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用 2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
の専用材料，建築用仕上げ塗材
項16号)
【20】家具
2006.03.24 拒絶査定
【37】建築一式工事，土木一式工事，舗装工事，左官工事，大工工事，塗装工事，内装仕
上工事，防水工事
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３条拒絶（化学）２００６．０３.xls
No.

160

161

162

163

商標（見本）

商標

ＳＴＯＮＥＳＰＡ＼ストーンスパ

スパ玉川の素

ビーズコート

ケイサンパワー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】ゲルマニウムを含んだ入浴剤
【21】化粧用具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 拒絶査定

05

【05】入浴剤

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.13 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2005.06.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.06.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.07 手続補正書
2006.03.07 意見書
2006.03.31 拒絶査定

02,40

【02】塗料
【中間記録情報】
【40】金属の加工，ゴムの加工，プラスチックの加工，セラミックの加工，木材の加工，紙の [審査]
2005.06.16 願書
加工，石材の加工
2005.06.17 認定･付加情報
2006.02.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.08 意見書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.03.13 拒絶査定

01

【01】肥料

通常 2005-052320

通常 2005-052635

通常:
2005-054245
標準

通常:
2005-055061
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

中間記録

05,21
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.01 意見書
2006.03.14 拒絶査定
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３条拒絶（化学）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,04,05,08,14,16,1
8,20,21,22,24,25,26,
27,28

164

ＭＡＵＮＡＬＯＡ

通常 2005-058283

03

165

ＡＭＩＮＯ ＲＥＰＡＩＲ＼アミノリペ
通常 2005-064345
ア

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

指定商品・役務

中間記録

【03】つけまつ毛用接着剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，ボディローション，ボディミルク， 【中間記録情報】
香料類，アロマオイル，つけづめ，つけまつ毛，綿棒
[審査]
【04】ろう，ランプ用灯しん，ろうそく
2005.06.15 願書
【05】ばんそうこう
2005.12.01 職権訂正履歴(職権訂正)
【08】スプーン，フォーク，ペディキュアセット，マニキュアセット
2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製宝石箱，身飾品（カフスボタン除く），カフスボタン，
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパク 条1項11号を除く))
ト，時計
2006.03.17 拒絶査定
【16】紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，型紙，裁縫用チャコ，衛生手ふき，紙製
タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，紙製テーブルクロス，
紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革，バニティバッ
クタイプの化粧用ポーチ
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，ししゅう用枠，ネームプレート及び表札（貴金属
製のものを除く。），うちわ，せんす，家具，額縁，さんご
【21】家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー湯沸し（電気式又
は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイ
スボックス，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容
器（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除く。），シェーカー，手動式のコーヒー
豆ひき器及びこしょうひき，栓抜，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，麺棒，清
掃用具及び洗濯用具，ろうそく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），植木鉢，家
庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のお
しゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，貯金箱（金属製のものを除く。），紙タオル
取り出し用金属製箱，せっけん用ディスペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除
く。），風鈴，香炉，化粧用具，コッフェル，ブラシ用豚毛，ランチョンマット
【22】布製包装用容器
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，敷布，布団，布団カバー，布団
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2005.07.13 願書
のり，せっけん類，化粧品，つけづめ，つけまつ毛
2005.07.13 認定･付加情報
2005.11.22 刊行物等提出書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.01.10 刊行物等提出による通知書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.23 意見書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.03.24 手続補足書
2006.03.28 拒絶査定
2006.04.24 認定･付加情報
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,17,22

166

シナノカーボン＼ＳＨＩＮＡＮＯ
ＣＡＲＢＯＮ

通常 2005-069115

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

指定商品・役務

中間記録

【01】粉末炭素，その他の炭素・炭素化合物・有機化合物，有機合成素材からなるのり及び 【中間記録情報】
[審査]
接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），有機合成素材からなる植物成長調整剤類，
2005.07.26 願書
有機合成素材からなる肥料，有機合成素材からなる陶磁器用釉薬，有機合成高級脂肪
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
酸，炭素をもって精錬された非鉄金属，炭素をもって精錬された非金属鉱物，有機合成写
真材料，有機合成素材からなる試験紙，有機合成素材からなる人工甘味料，有機合成素 号)
材からなる工業用粉類，原料プラスチック，有機合成素材からなるパルプ
2006.03.07 手続補正書
2006.03.07 意見書
【17】炭素繊維（織物用のものを除く。），その他の有機合成素材からなる石綿，有機合成
素材からなる岩石繊維，有機合成素材からなる鉱さい綿，有機合成素材からなる雲母，合 2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.17 認定情報通知書
成ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ（機械要素に当たるものを除く。），有機合成
素材からなるガスケット，有機合成素材からなる管継ぎ手（金属製のものを除く。），有機合 2006.03.17 拒絶査定
成素材からなるパッキング，有機合成素材からなる消防用ホース，有機合成素材からなる
石綿製防火幕，有機合成素材からなるオイルフェンス，有機合成素材からなる電気絶縁材
料，合成ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー，有機合成素材からなる
蹄鉄（金属製のものを除く。），有機合成素材からなる化学繊維（織物用のものを除く。），
有機合成素材からなる糸ゴム及び被覆合成ゴム糸（織物用のものを除く。），有機合成素
材からなる化学繊維糸（織物用のものを除く。），有機合成素材からなる石綿糸，有機合成
素材からなる石綿織物，有機合成素材からなる石綿製フェルト，有機合成素材からなる絶
縁手袋，有機合成素材からなるゴムひも，有機合成素材からなる石綿ひも，有機合成素材
からなる石綿網，合成ゴム製包装用容器，合成ゴム製栓，合成ゴム製ふた，有機合成素
材からなる農業用プラスチックフィルム，有機合成素材からなるコンデンサーペーパー，有
機合成素材からなる石綿紙，有機合成素材からなるバルカンファイバー，プラスチック基礎
製品，合成ゴム，有機合成素材からなる岩石繊維製防音材（建築用のものを除く。），有機
合成素材からなる石綿の板，有機合成素材からなる石綿の粉
【22】織物用炭素繊維，その他の有機合成素材からなる原料繊維，有機合成素材からなる
ターポリン，有機合成素材からなる帆，有機合成素材からなる衣服綿，有機合成素材から
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