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No.

商標（見本）

1

2

3

商標

図形商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2004.06.22 願書
2004.06.22 認定･付加情報
2005.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.03.09 上申書
2005.03.09 認定･付加情報
2005.06.10 手続補正書
2005.06.10 意見書
2005.06.13 認定･付加情報
2005.06.15 認定･付加情報
2005.08.18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.09.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.02 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.04.12 刊行物等提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.22 刊行物等提出による通知書
2006.05.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.14 拒絶査定
2006.11.09 手続補正書
2006.11.10 手続補足書
2007.08.31 手続補正書
2007.08.31 手続補足書

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2004.07.22 願書
2004.07.23 認定･付加情報
2005.02.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.05 意見書
2005.04.06 手続補足書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.06.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.14 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定

03,05

【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］
2004.07.22 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，身体用防臭
2005.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
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， 項16号)
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.03.25 意見書
【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 2006.08.29 拒絶査定
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
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，
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
【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
2004.07.22 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 2004.12.27 刊行物等提出書
毛
2005.01.28 認定･付加情報
【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， 2005.02.01 刊行物等提出による通知書
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 2005.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.02.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
こう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳
号)
糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品及び食餌療法用飲料
2005.03.30 意見書
2006.08.29 拒絶査定

通常 2004-057539

パールモカ＼ＰＥＡＲＬ ＭＯＣＨ
通常 2004-067898
Ａ

レモンスカッシュ

アロマフォーム

通常:
2004-067902
標準

通常:
2004-067903
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】花粉症用マスク

03,05

4

指定商品・役務

05
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No.

商標（見本）

5

6

7

商標

花のフォーム

香り新鮮パック

ピュアローズ

種別 出願番号

区分

03,05

【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］
2004.07.22 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 2005.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
【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， 2005.03.08 意見書
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 2006.08.29 拒絶査定
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， 2006.11.20 手続補正書
2007.09.13 登録料納付
防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品及び食餌療法用飲料
2008.01.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.21 登録査定書
2007.09.13 設定納付書
2007.10.09 登録証

03,05

【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］
2004.07.22 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
2004.12.07 刊行物等提出書
【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， 2005.01.12 認定･付加情報
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 2005.01.18 刊行物等提出による通知書
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， 2005.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.02.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品及び食餌療法用飲料
号)
2005.03.08 手続補正書
2005.03.08 意見書
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.29 拒絶査定
2006.11.10 手続補正書
2007.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.21 登録料納付
［登録］
2008.01.29 登録査定書
2008.02.21 設定納付書
2008.03.18 登録証

通常:
2004-067908
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］
2004.07.22 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 2005.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
【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， 2005.03.24 意見書
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 2006.08.29 拒絶査定
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， 2006.11.10 手続補正書
2007.10.23 登録料納付
防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品及び食餌療法用飲料
［登録］
2007.09.25 登録査定書
2007.10.23 設定納付書
2007.11.20 登録証

通常:
2004-067906
標準

通常:
2004-067909
標準

指定商品・役務

03,05
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No.

商標（見本）

8

9

10

11

商標

流すたびに

流すたびにお掃除

焼いたらそのまま

ＰＬＡＴＩＮＵＭＳＫＩＮ＼プラチナ
スキン

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］
2004.07.22 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 2005.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
【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， 2005.03.29 意見書
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 2006.08.29 拒絶査定
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， 2006.11.20 手続補正書
2007.06.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品及び食餌療法用飲料
2007.08.09 登録料納付
2007.09.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.07.17 登録査定書
2007.08.09 設定納付書
2007.09.04 登録証

03,05

【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］
2004.07.22 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 2005.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
【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， 2005.03.29 意見書
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 2006.08.29 拒絶査定
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， 2006.11.20 手続補正書
防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品及び食餌療法用飲料
2007.06.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.14 出願取下書

01

【01】家庭用魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤，その他の化学
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，人工甘味料，工業用
粉類，原料プラスチック，パルプ

【中間記録情報】
［審査］
2004.07.22 願書
2005.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.03.08 意見書
2006.08.29 拒絶査定
2006.11.10 手続補正書
2007.10.11 登録料納付
［登録］
2007.09.18 登録査定書
2007.10.11 設定納付書
2007.10.30 登録証

03

【03】化粧品（薬剤に属するものを除く），シャンプー，リンス，コンディショナー，石鹸

【中間記録情報】
［審査］
2004.07.08 願書
2005.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.03.25 意見書
2005.03.25 代理人受任届
2005.05.10 認定･付加情報
2006.06.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.29 拒絶査定
2006.10.19 手続補正書
2006.12.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.07 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.11.05 登録料納付
［登録］
2007.09.04 登録査定書
2007.11.05 設定納付書
2007.11.20 登録証

通常:
2004-067914
標準

通常:
2004-067915
標準

通常:
2004-067916
標準

通常 2004-067990

※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

03,05
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No.

12

13

14

15

16

商標（見本）

商標

絹白練り石鹸

スピーディフィット＼ＳＰＥＥＤＹ
ＦＩＴ

アルティメイト シャンプー

ＵＬＴＩＭＡＴＥ ＳＨＡＭＰＯＯ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】絹の成分を配合してなるせっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2004.07.15 願書
2005.02.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.03.23 意見書
2005.04.26 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2004.08.04 願書
2004.08.05 認定･付加情報
2005.03.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.12 意見書
2005.04.13 手続補足書
2005.05.18 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定

03

【03】シャンプー

03

【03】シャンプー

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2004.08.26 願書
2005.01.28 刊行物等提出書
2005.02.25 認定･付加情報
2005.03.04 刊行物等提出による通知書
2005.03.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.06.10 手続補正書
2005.06.10 意見書
2006.04.21 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.08.18 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2004.08.26 願書
2005.01.28 刊行物等提出書
2005.02.28 認定･付加情報
2005.03.04 刊行物等提出による通知書
2005.03.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.03.29 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.06.10 手続補正書
2005.06.10 意見書
2005.07.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.18 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2004.09.16 願書
2004.09.17 認定･付加情報
2005.05.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.20 意見書
2005.06.21 手続補足書
2005.07.21 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
2006.08.28 拒絶査定

通常 2004-069848

通常 2004-072186

通常 2004-078963

通常 2004-078965

ＵＮ ＤＥＧＲＥ ＥＭＩＮＥＮＴ＼ア
通常 2004-085721
ン デュグレ エミナン

※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
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No.

17

18

19

20

商標（見本）

商標

リンクルオフセラム

真赭＼ＭＡＳＯ

黄唐茶＼ＫＩＫＡＲＡＣＨＡ

素緋＼ＳＯＨＩ

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

【中間記録情報】
［審査］
2004.09.30 願書
2004.10.01 認定･付加情報
2005.05.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.07.06 意見書
2005.07.07 手続補足書
2005.08.05 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2004.09.30 願書
2004.10.01 認定･付加情報
2005.05.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.06.29 意見書
2005.06.29 手続補足書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2004.09.30 願書
2004.10.01 認定･付加情報
2005.03.03 刊行物等提出書
2005.04.14 認定･付加情報
2005.04.22 刊行物等提出による通知書
2005.04.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.05.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.06.29 意見書
2005.06.29 手続補足書
2005.08.02 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2004.09.30 願書
2004.10.01 認定･付加情報
2005.03.03 刊行物等提出書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.04.08 刊行物等提出による通知書
2005.04.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.05.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.06.29 意見書
2005.06.30 手続補足書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定

通常 2004-089902

通常 2004-089910

通常 2004-089911

通常 2004-089912

※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
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No.

21

22

23

24

商標（見本）

商標

桑色＼ＫＵＷＡＩＲＯ

マルチエコ＼ＭＵＬＴＩＥＣＯ

シールジェル

ＩＭＭＵＮＯＢＯＤＹ

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

【中間記録情報】
［審査］
2004.09.30 願書
2004.10.01 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
2005.04.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.05.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.06.29 意見書
2005.06.30 手続補足書
2005.08.01 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
2006.08.28 拒絶査定

02

【02】自動車用塗料

【中間記録情報】
［審査］
2004.10.08 願書
2005.06.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.06.27 意見書
2006.08.01 拒絶査定

03,05

【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］
2004.11.01 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 2005.08.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
【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， 2005.09.12 意見書
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 2006.08.01 拒絶査定
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， 2007.09.13 登録料納付
2007.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
［登録］
2007.08.21 登録査定書
2007.09.13 設定納付書
2007.10.09 登録証

05

【05】治療用に用いる薬剤その他の薬剤，医療用のデオキシリボ核酸・抗体及び蛋白質， 【中間記録情報】
エピトープを発現するための医療用のデオキシリボ核酸・抗体・蛋白質，コード化するため ［審査］
の医療用のデオキシリボ核酸・抗体・蛋白質，標的細胞に対するベクターとして使用される 2004.11.01 願書
医療用のデオキシリボ核酸・抗体・蛋白質，細胞を刺激するために用いられる医療用のデ 2004.11.29 優先権証明書提出書
オキシリボ核酸・抗体・蛋白質，ワクチン製剤・ワクチン薬剤・デオキシリボ核酸ワクチン製 2005.01.14 手続補正書
2005.02.18 認定･付加情報
剤・デオキシリボ核酸ワクチン薬剤その他のワクチン類，デオキシリボ核酸製剤
2005.02.18 認定･付加情報
2005.02.18 認定･付加情報
2005.04.25 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.07.15 手続補正書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定

通常 2004-089913

通常 2004-092874

通常:
2004-099709
標準

優先:
2004-099983
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.

25

26

27

28

商標（見本）

商標

ハイパーシリコン

ＰＡＳＳＩＯＮ ＣＯＬＯＲ＼パッ
ションカラー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【02】塗料
【37】建設工事

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

03

【03】化粧品

03,05

【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］
2004.11.30 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，身体用防臭
2004.12.01 認定･付加情報
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
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， 2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
項16号)
【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 2005.11.09 意見書
2005.11.10 認定･付加情報
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
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， 2006.08.04 拒絶査定
2006.11.13 手続補正書(方式)
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 2007.04.16 登録料納付
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 ［登録］
2007.03.19 登録査定書
及び食餌療法用飲料
2007.04.16 設定納付書
2007.05.15 登録証

通常:
2004-100164
標準

通常 2004-104338

ＣＯＥＮＱ１０＼コエンキューテン
通常 2004-106066
＼コエンＱ１０

クリアレモン

通常:
2004-109553
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

02,37

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.02 願書
2004.11.04 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)
2005.09.09 意見書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定
2008.02.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2004.11.15 願書
2005.04.08 刊行物等提出書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.05.20 刊行物等提出による通知書
2005.06.01 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)
2005.08.18 意見書
2005.08.18 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2004.11.05 願書
2004.11.29 認定･付加情報
2005.07.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.07.27 意見書
2005.09.07 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2007.08.09 登録料納付
［登録］
2007.07.21 登録査定書
2007.08.09 設定納付書
2007.09.11 登録証
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No.

29

30

31

32

商標（見本）

商標

袋培地栽培

エナジーペプチド

絹肌一番

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【01】培養土，肥料，植物成長調整剤類
【中間記録情報】
【07】潅水用機械器具，施肥用機械器具，潅水制御用機械器具，その他の農業用機械器 ［審査］
具
2004.12.01 願書
【41】農業に関するセミナー・研修会・講習会の企画・運営又は開催，農業又は園芸に関す 2005.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
る知識の教授
2005.09.09 意見書
2005.09.14 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶査定
2006.10.30 手続補正書
2007.12.03 登録料納付
［登録］
2007.11.22 登録査定書
2007.12.03 設定納付書
2007.12.25 登録証

03

【03】ペプチドを配合した化粧品，ペプチドを配合したせっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.01 願書
2004.12.01 認定･付加情報
2005.09.01 代理人辞任届
2005.09.01 認定･付加情報
2005.12.27 伺い書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.13 伺い回答書
2006.02.20 手続補正書
2006.02.20 意見書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.02.20 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

03

【03】入浴湯に添加して用いられる浴用化粧品，その他の化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.07 願書
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.10.04 手続補正書
2005.10.04 意見書
2006.08.04 拒絶査定

03

【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2004.12.07 願書
ン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，洗濯用でん粉のり，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－ム，靴墨，塗料用剥 2005.04.19 刊行物等提出書
2005.05.24 認定･付加情報
離剤
2005.05.27 刊行物等提出による通知書
2005.08.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.14 意見書
2006.07.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.04 拒絶査定
2006.09.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2004-109749
標準

通常:
2004-109779
標準

通常 2004-111594

ＧＲＡＹＳＨＡＤＥ＼グレイシェー
通常 2004-111683
ド

※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
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No.

33

34

35

商標（見本）

商標

美人の湯

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】浴剤

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.17 願書
2004.12.17 認定･付加情報
2005.08.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.10.14 上申書
2005.10.18 認定･付加情報
2005.11.08 手続補正書
2005.11.08 認定･付加情報
2005.11.08 認定･付加情報
2005.11.08 意見書
2005.11.09 手続補足書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶査定

03

【03】スキンケア用化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.21 願書
2004.12.22 認定･付加情報
2005.10.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.05 期間延長請求書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.02.09 意見書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.09 手続補足書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.08.31 拒絶査定

05

【05】薬剤（精神安定剤・鎮静剤を除く。），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

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.01 願書
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.31 意見書
2005.10.31 手続補足書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
2006.11.09 手続補正書(方式)
2006.11.09 手続補正書
2006.11.10 手続補足書
2007.08.03 登録料納付
［登録］
2007.07.09 登録査定書
2007.08.03 設定納付書
2007.08.28 登録証

通常 2004-115241

￠ＧＯＭＭＡＧＥ ＭＩＣＲＯＰＥＲ
通常 2004-116592
ＬＥ

もやもや

通常:
2005-007416
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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No.

36

37

38

商標（見本）

商標

うるみ

うるみ目

目にぴったり

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，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児 2005.02.01 願書
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
用粉乳，人工受精用精液
項16号)
2005.10.31 意見書
2005.10.31 手続補足書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
2006.11.09 手続補正書(方式)
2006.11.10 手続補足書
2007.08.03 登録料納付
［登録］
2007.07.09 登録査定書
2007.08.03 設定納付書
2007.08.28 登録証

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 2005.02.01 願書
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
用粉乳，人工受精用精液
項16号)
2005.10.31 意見書
2005.10.31 手続補足書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
2006.11.09 手続補正書(方式)
2006.11.10 手続補足書
2007.08.03 登録料納付
［登録］
2007.07.09 登録査定書
2007.08.03 設定納付書
2007.08.28 登録証

05

【05】薬剤

通常:
2005-007418
標準

通常:
2005-007420
標準

通常:
2005-007425
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］
2005.02.01 願書
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.31 手続補正書
2005.10.31 意見書
2005.10.31 手続補足書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
2006.11.09 手続補正書(方式)
2006.11.10 手続補足書
2007.08.03 登録料納付
［登録］
2007.07.09 登録査定書
2007.08.03 設定納付書
2007.08.28 登録証
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,11

39

ミント＆ソープ

通常:
2005-008129
標準

03,05

40

無色の水

通常:
2005-008132
標準

03,05

41

心やわらぐ

通常:
2005-008133
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］
2005.02.02 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，身体用防臭
2005.11.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
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， 号)
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.12.19 意見書
【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 2006.08.01 拒絶査定
2006.11.01 手続補正書
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
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，
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
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，食餌療法用飲料
【11】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，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，浴槽類，あんどん，
【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
2005.02.02 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
2005.10.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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， 項16号)
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.11.21 意見書
【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 2006.08.01 拒絶査定
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
2006.11.01 手続補正書
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， 2007.03.08 登録料納付
2007.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 2007.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
［登録］
品，食餌療法用飲料
2007.02.13 登録査定書
2007.03.08 設定納付書
2007.04.10 登録証
【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
2005.02.02 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
2005.10.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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， 2005.11.15 意見書
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2006.08.08 拒絶査定
【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 2007.10.31 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
2008.01.10 意見書
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，
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
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No.

42

43

商標（見本）

商標

心やすらぐ

心はずむ

種別 出願番号

区分

45

46

さらっと快適

くるんと長持ち

エリ・そでクリーン

03,05

【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］
2005.02.02 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，身体用防臭
2005.06.29 刊行物等提出書
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
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， 2005.08.15 認定･付加情報
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.08.16 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 2005.08.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
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， 2005.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.05 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 2006.08.08 拒絶査定
2008.01.10 意見書
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，食餌療法用飲料
【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，おりもの専用シート，脱脂綿，ばんそう ［審査］
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， 2005.02.02 願書
2005.10.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
項16号)
2005.11.21 意見書
2006.08.08 拒絶査定
2006.10.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.17 意見書

通常:
2005-008134
標準

通常:
2005-008135
標準

通常:
2005-008136
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］
2005.02.02 願書
2005.06.29 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
2005.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.15 意見書
2006.03.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.08 拒絶査定
2008.01.10 意見書

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

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］
2005.02.25 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 2005.03.04 手続補正指令書(出願)
2005.03.08 手続補正書(方式)
毛
2005.03.15 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)
2005.12.05 意見書
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-010342
標準

通常:
2005-016203
標準

中間記録

【03】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，身体用防臭剤，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（身体用のものを除
く。），その他の香料類（植物性天然香料・動物性天然香料・合成香料・調合香料及び精油
からなる食品香料を除く。），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】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
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
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，
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
禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，人工受精用精液，食餌療法用食品，食餌療法用飲料

05

44

指定商品・役務

03,05
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【中間記録情報】
［審査］
2005.02.08 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)
2005.11.09 意見書
2006.08.11 拒絶査定
2006.10.12 手続補正書
2007.04.23 登録料納付
［登録］
2007.03.28 登録査定書
2007.04.23 設定納付書
2007.05.15 登録証
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No.

47

48

49

50

51

商標（見本）

商標

瞬冷

エコＬＸ巾木糊

イーコンディショニング

イーシャンプー

￠Ｉｄｅａｌｐｅａｕ＼イデアルポー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類，歯磨き，口臭消臭スプレー，化粧品，香料類
【05】薬剤，衛生マスク，ばんそうこう，歯科用材料，失禁用おしめ，防虫紙，乳児用食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.07 願書
2005.03.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.01 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.19 意見書
2006.07.19 手続補足書
2006.07.19 代理人受任届
2006.07.20 認定･付加情報
2006.07.24 手続補正書
2006.08.18 拒絶査定

01

【01】巾木用の接着剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.08 願書
2005.03.08 認定･付加情報
2005.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.05 手続補正書
2005.12.05 意見書
2005.12.05 認定･付加情報
2005.12.05 認定･付加情報
2006.08.17 拒絶査定
2006.09.29 手続補正書

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］
2005.03.23 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 2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
毛
2006.03.03 意見書
2006.08.18 拒絶査定

03

【03】シャンプー

03

【03】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 【中間記録情報】
［審査］
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
2005.04.01 願書
2005.04.06 認定･付加情報
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.27 手続補正書
2006.02.27 手続補足書
2006.02.27 意見書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶査定

通常:
2005-019236
標準

通常:
2005-019620
標準

通常:
2005-025003
標準

通常:
2005-025004
標準

通常 2005-029082

※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

03,05

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.23 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 意見書
2006.08.18 拒絶査定
2007.07.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03

52

ホワイトＶバランス＼ＷＨＩＴＥ Ｖ
通常 2005-032867
ＢＡＬＡＮＣＥ

03

53

スカルプデトックス＼ＳＣＡＬＰＤ
通常 2005-034373
ＥＴＯＸ

01,03,07,09,11,12,1
6,17,29,30,31,32,35,
36,37,38,39,40,41,4
2

54

ＥＣＯ－ＬＯＧＩ．ＣＯＭ＼エコロジ
通常 2005-037178
ドットコム

04
55

アロマキャンドルピクチャー

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.13 願書
2005.06.24 刊行物等提出書
2005.07.22 認定･付加情報
2005.07.25 刊行物等提出による通知書
2006.04.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.27 意見書
2006.06.27 手続補足書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定
2006.08.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【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］
2005.04.18 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 2005.11.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2006.01.06 意見書
2006.01.06 手続補足書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶査定
【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
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
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【03】家庭用帯電防止剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，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，つけまつ毛
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食品加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
【04】アロマキャンドル

通常:
2005-051168
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，香料類，化粧品，歯磨き

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.11 願書
2005.05.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2005.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.19 手続補正書
2005.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.02 手続却下の処分(補正指令)
2006.08.25 拒絶査定
2006.08.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.08 願書
2006.05.31 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))
2006.08.30 拒絶査定
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No.

56

57

58

59

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，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.10.20 刊行物等提出書
2005.11.25 認定･付加情報
2005.11.28 刊行物等提出による通知書
2006.06.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 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］
2005.06.15 願書
2006.06.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.18 手続補正書
2006.07.18 代理人受任届
2006.07.18 意見書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

05

【05】歯科用材料，歯科用セメント，歯科用補綴充てん用材料，歯科用ワックス，人工歯用 【中間記録情報】
［審査］
材料
2005.07.01 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き

グロッシーラスティングマスカラ
＼ＧＬＯＳＳＹ ＬＡＳＴＩＮＧ ＭＡ 通常 2005-053640
ＳＣＡＲＡ

リファンドロングマスカラ＼ＲＥＦＩ
通常 2005-053641
ＮＥＤ ＬＯＮＧ ＭＡＳＣＡＲＡ

ジルコニアボンド

新美顔＼ｓｈｉｎｂｉｇａｎ

通常:
2005-060419
標準

通常 2005-060658

※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.

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.04 願書
2005.07.04 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
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.10 意見書
2006.05.12 手続補足書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.06.23 出願人名義変更届
2006.06.27 手続補正書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2006.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/5/8
17／48

３条拒絶（化学）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,29,30,32,35

60

グルカン＼ＧＬＵＣＡＮ

通常 2005-063707

03,41,44

61

62

63

Ｒｅｊｕｖｅｎａｔｉｏｎ！

ｆｒｏｍ Ｃｕｒｅ ｔｏ Ｃａｒｅ

指定商品・役務
【03】化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食
品香料，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，つけづめ，つけまつ毛化粧品、せっ
けん類，歯磨き，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，薫料
【29】植物・果実・花粉の粉末又は植物のエキス末を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆
粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，植物由来・動物由来の食物繊維を主原料とす
る錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，たん白・ゼラチンを主
原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，動物エキスを
主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，植物の樹
脂（樹液）を原料に含む錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，
大豆たんぱく・カゼイン・脱脂粉乳・ショ糖を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末
状・ゼリー状・液状の加工食品，植物発酵エキス末を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆
粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，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（「かつお節・寒天・削り
節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつお
節，寒天，削り節，食用魚粉，焼きのり，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
【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，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，調味料、氷，菓子及びパン，みそ，ウース
ターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッ
シング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦
芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，香
辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンド
ペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，
【03】化粧品
【41】化粧方法及び化粧品に関する知識の教授，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
【44】化粧品の使用方法に関する指導及び助言，化粧品を使用した美容，その他の美容，
あん摩・マッサージ及び指圧

通常 2005-065538

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.15 願書
2005.07.15 認定･付加情報
2005.12.13 刊行物等提出書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.01.20 刊行物等提出による通知書
2006.01.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

01,05,09,10,42,44

【01】化学品
【中間記録情報】
【05】薬剤
［審査］
【09】理化学機械器具，測定機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2005.07.22 願書
【10】診断用機械器具，医療用機械器具
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【42】医療のための試験・検査又は研究，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究
2006.08.15 拒絶査定
【44】臨床検査，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤

03

【03】マスカラ，その他の化粧品

通常 2005-067836

ＳＨＩＭＭＥＲＩＮＧ ＬＡＳＨ ＴＩＮ
Ｔ＼シマーリング ラッシュ ティ 通常 2005-069380
ント

※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］
2005.06.29 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2005.07.29 認定情報通知書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.25 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.27 願書
2005.12.13 刊行物等提出書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.01.23 刊行物等提出による通知書
2006.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.07 拒絶査定

2008/5/8
18／48

３条拒絶（化学）２００６．０８.xls
No.

64

65

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】アイライナー，その他の化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.27 願書
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.07 拒絶査定

05

【05】ビタミンＡ・ビタミンＢ１・ビタミンＢ２又はビタミンＢ１・Ｂ６・Ｂ１２を含有し眼の諸症状に
効く液状の内服用薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.25 手続補正書
2006.04.25 手続補足書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.04.25 意見書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.05.31 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶査定

ＥＹＥ ＤＥＦＩＮＩＮＧ ＰＥＮＣＩＬ＼
アイ ディファイニイング ペンシ 通常 2005-069381
ル

ｅｙｅ内服液

中間記録

03

通常 2005-069720

02,05,29,30,31,32,3 【02】バター用色素，飲料用色素，食品用染料，リキュール用色素，その他の染料，皮仕上 【中間記録情報】
げ用ラッカー，動物用マーキングインキ，その他の塗料，印刷インキ（「謄写版用インキ」を ［審査］
5,43

66

ＣＯＲＯＮＡＤＯ

通常:
2005-070418
標準

05,21
67

ドミノ効果

除く。），顔料，天然樹脂
【05】防腐剤，ビタミン剤，食餌療法用の食品調製剤，医薬用穀粉，医薬用ひき割り粉，医
薬用シロップ，医療用ミネラルウォーター，たら肝油，医療用放射性物質，医療用ガス，消
毒剤，コンタクトレンズ用溶液，微生物用栄養物質，薬剤菓子，医療用栄養添加剤，有害
動物駆除剤，医療用飼料添加剤，獣医科用化学薬剤，その他の薬剤，空気清浄剤，歯科
用ラッカー，その他の歯科用材料，食用植物繊維（栄養食品を除く。），心電計電極用化学
導電体，糖尿病患者用パン，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，乳児用食品，医療用粘
着テープ，湿布剤，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，医療用腕環，はえ取り紙，防虫紙，人工受精用精液
【29】食肉，肉ゼリー，ハム，ソーセージ，ベーコン，肉エキス，レバーパテ，肉の缶詰，食用
ゼラチン，その他の肉製品，魚（生きているものを除く。），かき，甲殻類及び貝類，その他
の食用魚介類（生きているものを除く。），魚の缶詰，その他の魚介類の缶詰，その他の加
工水産物，スープのもととしてのブロス，その他のカレー・シチュー又はスープのもと，スー
プ，食用野草エキス，果実の缶詰，野菜の缶詰，保存加工をしたえんどう豆，保存加工をし
たマッシュルーム，その他の保存加工をした野菜，果肉，乾燥果実，乾燥野菜，調理用ポ
テトチップ，ジャム，チョコレートナッツ油脂，野菜サラダ，フルーツサラダ，調理済みナッツ，
その他の加工野菜及び加工果実，ポテトフリッター，冷凍果実，冷凍野菜，卵，粉末卵，そ
の他の加工卵，食用ゼリー，食用アルブミン，食用たんぱく，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，豆乳，豆腐，納豆，豆
【30】ケーキ，クッキー，ペストリー，ビスケット，氷菓，フルーツゼリー，その他の菓子及び
パン（「氷砂糖，水あめ」を除く。），ペストリー（生地），その他の穀物の加工品，小麦粉，そ
の他の食用粉類，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，米，イーストパウダー，こうじ，酵
母，ベーキングパウダー，アーモンドペースト，即席菓子のもと，アイスクリーム用凝固剤，
【05】家庭用殺虫剤
【21】殺虫器

通常:
2005-071250
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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2005.07.29 願書
2005.08.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.28 期間延長請求書
2006.07.04 手続補正書
2006.07.04 手続補足書
2006.07.04 意見書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶査定
2007.01.16 手続補正書(方式)
2007.01.16 手続補正書
2007.01.16 手続補正書(方式)
2007.01.16 代理人選任届
2007.01.16 手続補足書
2007.03.02 手続補正書
2007.10.04 登録料納付
［登録］
2007.09.25 登録査定書
2007.10.04 設定納付書
2007.10.30 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2006.03.31 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))
2006.08.18 拒絶査定
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68

69

70

商標（見本）

商標

エンリッチ＼ＥＮＲＩＣＨ

バスブレンド＼ｂａｔｈｂｌｅｎｄ

種別 出願番号

区分

03

【03】家庭用帯電防止剤，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， 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.08.10 願書
離剤，せっけん類，歯磨き，化粧品
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.20 手続補正書
2006.06.20 意見書
2006.08.11 拒絶査定

03,05

【03】研磨布，研磨紙，美顔用パック，口臭消臭スプレー，義歯洗浄剤，化粧品，クリーム，
歯磨き，義歯磨き剤，精油，研磨剤（研磨用補助液及び歯科用のものを除く。），香料類，
口内洗浄剤（医療用のものを除く。），香水，化粧水，洗濯用剤
【05】歯科用研磨剤，義歯用接着剤，医療用アルブミン性食品，医療用アルブミン製剤，歯
科用アマルガム，ぜんそく用茶，医療用ビスマス製剤，カンタリス粉末，医療用煎剤，食餌
療法用食品，食餌療法用飲料，医療用穀粉，医療用飼料添加剤，殺菌剤，造血剤，止血
用桿剤，薬草，医療用薬草茶，医療用よう化物，薬用ナツメ飴，歯科用ラッカー，歯科用マ
スチック，歯科用薬剤，薬剤（人用のもの），食品添加用ミネラル（医療用のものに限る。），
ふけ治療剤，医療用膏薬，歯科用ゴム，食餌療法用又は医薬用のでん粉
【03】化粧品，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2005.08.15 認定･付加情報
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.21 拒絶査定

03,18,25

【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
食品香料，化粧品
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ
【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，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，足袋カバー，手袋，
布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，耳覆
い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，
バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.17 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.15 期間延長請求書
2006.08.04 拒絶査定

05

【05】デキストリン・食物繊維（増粘多糖類）を主材料とする粉末状・液体状の嚥下障害患者 【中間記録情報】
［審査］
用及び咀嚼困難患者用の固形化補助食品，その他の食餌療法用食品，薬剤
2005.08.19 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定

通常 2005-072379

通常 2005-074759

§云南白葯＼ＹＵＮＮＡＮ ＢＡＩ
通常 2005-074984
ＹＡＯ

72

73

ＡＮＴＩ－ＳＰＯＴＳ

立体商標

ホット＆ソフト＼ＨＯＴ＆ＳＯＦＴ

通常 2005-075409

通常:
2005-076818
立体

通常 2005-077831

※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】薬剤，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【中間記録情報】
【29】乳たん白を主成分とする粉状・粒状・錠剤錠・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食 ［審査］
品，乳飲料，乳製品
2005.08.03 願書
【30】菓子及びパン，茶，コーヒー及びココア
2005.08.04 認定･付加情報
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.06 意見書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶査定

03
71

指定商品・役務

05,29,30,32
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.11 願書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.07 拒絶査定
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No.

74

75

76

77

商標（見本）

商標

激烈ハード

濡れツヤ

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，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.12.20 刊行物等提出書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.01.26 刊行物等提出による通知書
2006.05.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 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］
2005.08.22 願書
2005.12.16 刊行物等提出書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.01.23 刊行物等提出による通知書
2006.06.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.29 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］
2005.08.24 願書
2005.12.16 刊行物等提出書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.01.26 刊行物等提出による通知書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定

05

【05】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，衛生又は生理用パンティライナー，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，失禁用ナプキン，失禁
用パッド，失禁用パンツ，失禁用ライナー，失禁用おしめ，失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ
及びトランクスその他の失禁用吸収性下着，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人
工受精用精液

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.03.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 上申書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.16 意見書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2006.11.01 手続補正書
2006.11.01 手続補足書
2007.03.26 登録料納付
［登録］
2007.02.26 登録査定書
2007.03.26 設定納付書
2007.04.10 登録証

通常 2005-077966

通常 2005-077967

リップメイキングルージュ＼ＬＩＰ
通常 2005-079060
ＭＡＫＩＮＧ ＲＯＵＧＥ

快適スペース

通常:
2005-079900
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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.

2008/5/8
21／48

３条拒絶（化学）２００６．０８.xls
No.

78

79

80

商標（見本）

商標

空間立体

Ｔｈｅ立体

カラー立体

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】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，衛生又は生理用パンティライナー，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，失禁用ナプキン，失禁
用パッド，失禁用パンツ，失禁用ライナー，失禁用おしめ，失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ
及びトランクスその他の失禁用吸収性下着，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人
工受精用精液

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.03.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 上申書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.06.14 意見書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2006.11.01 手続補正書
2006.11.01 手続補足書
2007.03.26 登録料納付
［登録］
2007.02.26 登録査定書
2007.03.26 設定納付書
2007.04.10 登録証

05

【05】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，衛生又は生理用パンティライナー，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，失禁用ナプキン，失禁
用パッド，失禁用パンツ，失禁用ライナー，失禁用おしめ，失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ
及びトランクスその他の失禁用吸収性下着，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人
工受精用精液

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.03.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 上申書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.06.09 意見書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.09 手続補足書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

05

【05】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，衛生又は生理用パンティライナー，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，失禁用ナプキン，失禁
用パッド，失禁用パンツ，失禁用ライナー，失禁用おしめ，失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ
及びトランクスその他の失禁用吸収性下着，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人
工受精用精液

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.03.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 上申書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.06.13 意見書
2006.06.13 手続補足書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.07.10 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2006.11.01 手続補正書
2006.11.01 手続補足書
2007.03.26 登録料納付
［登録］
2007.02.26 登録査定書
2007.03.26 設定納付書
2007.04.10 登録証

通常:
2005-079910
標準

通常:
2005-079916
標準

通常:
2005-079920
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
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No.

81

82

83

商標（見本）

商標

ぴったり立体

口元爽快

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】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，衛生又は生理用パンティライナー，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，失禁用ナプキン，失禁
用パッド，失禁用パンツ，失禁用ライナー，失禁用おしめ，失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ
及びトランクスその他の失禁用吸収性下着，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人
工受精用精液

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.03.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 上申書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.06.12 意見書
2006.06.12 手続補足書
2006.06.12 認定･付加情報
2006.07.11 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2006.11.01 手続補正書
2006.11.01 手続補足書
2007.03.26 登録料納付
［登録］
2007.02.26 登録査定書
2007.03.26 設定納付書
2007.04.10 登録証

05

【05】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，衛生又は生理用パンティライナー，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，失禁用ナプキン，失禁
用パッド，失禁用パンツ，失禁用ライナー，失禁用おしめ，失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ
及びトランクスその他の失禁用吸収性下着，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人
工受精用精液

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.03.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 上申書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.06.16 意見書
2006.06.16 手続補足書
2006.06.16 認定･付加情報
2006.07.19 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2006.11.01 手続補正書
2006.11.01 手続補足書
2007.09.04 登録料納付
［登録］
2007.08.06 登録査定書
2007.09.04 設定納付書
2007.09.25 登録証

05,29

【05】薬剤，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，脱脂綿，ばんそうこう， 【中間記録情報】
包帯，包帯液，歯科用材料
［審査］
【29】ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキスを主成分とした粉末状・粒状・顆粒状・錠剤 2005.08.19 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
状・液状・ゲル状・カプセル状・タブレット状の加工食品
号)
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

通常:
2005-079922
標準

通常:
2005-079925
標準

抗加齢クリニックセンター＼Ａｎｔ
通常 2005-081634
ｉ－Ａｇｉｎｇ Ｃｌｉｎｉｃ Ｃｅｎｔｅｒ

※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
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No.

84

85

86

87

商標（見本）

商標

ＮＥＯＢＯＮＤ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】歯科矯正器具を固定するための光硬化性接着剤，その他の歯科用材料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.31 期間延長請求書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.07.24 意見書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
2006.12.27 手続補正書
2006.12.27 手続補正書
2007.07.13 出願人名義変更届
2007.11.08 登録料納付
［登録］
2007.10.09 登録査定書
2007.11.08 設定納付書
2007.11.27 登録証

01,05

【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。）
【05】薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.09.07 認定･付加情報
2006.01.27 刊行物等提出書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.02.24 刊行物等提出による通知書
2006.02.24 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

05,10,44

【05】薬剤，獣医科用剤，医療用生理薬，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】医療用機械器具，薬剤の使用を助けるための医療用機械器具，医療用注射器，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。），業務用美容マッサージ器，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
【44】医業，獣医業，衛生管理，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，農業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美
容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.04.04 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))
2006.08.21 拒絶査定

通常:
2005-081929
標準

ＵＲＩＮＯＳＥＡＲＣＨ＼ユリノサー
通常 2005-083281
チ

ＥＸＣＥＬＬＥＮＣＥ＼ＳＣＡＬＰ Ｃ
通常 2005-083664
ＡＲＥ ＥＳＴＨＥ

立体商標

通常:
2005-084456
立体

※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
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No.

88

89

90

91

92

商標（見本）

商標

ウエスタンレッドシダー

Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｒｅｄ Ｃｅｄｅｒ

１０分ケア

種別 出願番号

区分

03,05

【03】ウエスタンレッドシダーエキスを含むせっけん類，ウエスタンレッドシダーエキスを含む 【中間記録情報】
化粧品，ウエスタンレッドシダーエキスからなる植物性天然香料
［審査］
2005.09.09 願書
【05】ウエスタンレッドシダーエキスを含む入浴剤，ウエスタンレッドシダーエキスを含む消
2005.09.09 認定･付加情報
臭剤
2006.06.12 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))
2006.07.20 手続補正書
2006.07.20 意見書
2006.07.20 認定･付加情報
2006.07.20 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定
2006.10.02 手続補足書
2007.05.22 登録料納付
2007.08.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.05.17 登録査定書
2007.05.22 設定納付書
2007.06.19 登録証

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 2005.09.14 願書
2005.09.14 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.05 意見書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.08.04 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 2005.09.14 願書
2005.09.14 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.05 意見書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.08.04 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 2005.09.14 願書
2005.09.14 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.05 意見書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

通常 2005-084805

通常 2005-084806

通常:
2005-086018
標準

通常:
2005-086021
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】ウエスタンレッドシダーエキスを含むせっけん類，ウエスタンレッドシダーエキスを含む 【中間記録情報】
化粧品，ウエスタンレッドシダーエキスからなる植物性天然香料
［審査］
2005.09.09 願書
【05】ウエスタンレッドシダーエキスを含む入浴剤，ウエスタンレッドシダーエキスを含む消
2005.09.09 認定･付加情報
臭剤
2006.06.12 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))
2006.07.20 手続補正書
2006.07.20 意見書
2006.07.20 認定･付加情報
2006.07.20 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定
2006.10.02 手続補足書

１０ｍｉｎケア＼テンミニッツケア 通常 2005-086019

３分ケア

指定商品・役務

03,05
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No.

93

94

95

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

超立体設計＼使いすてマスク

05

【05】衛生マスク

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.29 認定･付加情報
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.23 出願人名義変更届
2006.05.27 意見書
2006.06.21 手続補正書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.07.05 認定･付加情報
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 拒絶査定
2006.12.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

05

【05】立体構造の使い捨て衛生マスク

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.29 認定･付加情報
2006.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.23 出願人名義変更届
2006.05.27 手続補正書
2006.05.27 意見書
2006.06.21 手続補正書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 拒絶査定
2006.10.26 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.12.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-087211

通常 2005-087222

※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】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 2005.09.14 願書
2005.09.14 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.05 意見書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

３ｍｉｎケア＼スリーミニッツケア 通常 2005-086022

マスクを着けると＼立体。

指定商品・役務

05
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,02,04,07,12

96

ＢＥＳＴＦＩＸ

98

99

ＢＥＳＴ ＷＡＴＥＲ

高電磁力炭素

ＳＯＬＵＴＩＯＮ ＰＬＵＳ ＰＯＲＥ
＼ソリューション プラス ポア

01

【01】炭素，土壌改良剤その他の植物成長調整剤類，浄水用炭化物，肥料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 意見書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
2007.11.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-087645
標準

通常:
2005-088897
標準

通常 2005-089245

通常 2005-090393

※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］
2005.09.20 願書
2005.09.20 手続補足書
2005.11.01 認定･付加情報
2005.11.07 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.30 意見書
2006.08.04 拒絶査定

03,32

97

指定商品・役務
【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
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
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の具，防錆
グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印
刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろう
そく
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
【03】化粧品
【32】清涼飲料

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.22 手続補足書
2005.09.22 認定･付加情報
2005.09.22 認定･付加情報
2006.05.16 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))
2006.08.22 拒絶査定
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No.

100

101

102

103

商標（見本）

商標

ＥＶＥＲ ＬＡＳＴＩＮＧ＼エバー
ラスティング

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 意見書
2006.08.25 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 意見書
2006.08.25 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 意見書
2006.08.25 拒絶査定

03

【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.09.28 願書
ン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，洗濯用でん粉のり，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 2005.09.28 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
離剤
号)
2006.06.05 意見書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
2006.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【03】化粧品，せっけん類，香料類
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.09.29 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

通常 2005-090396

ＳＭＯＯＴＨ ＨＯＬＤ＼スムース
通常 2005-090400
ホールド

ＳＯＬＵＴＩＯＮ ＰＬＵＳ＼ソリュー
通常 2005-090401
ション プラス

ＤＥＥＰ ＩＮＦＵＳＥ＼デープ イ
通常 2005-090402
ンフューズ

ＤＥＥＰ ＰＬＵＭ＼ディーププラ
通常 2005-090716
ム

※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，つけづめ，つけまつ毛

03
104

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

105

ファブリック

通常:
2005-091179
標準

03

106

107

108

109

グラマラスアイシャドー＼ｇｌａｍ
通常 2005-091230
ｏｒｏｕｓ ｅｙｅｓｈａｄｏｗ

ネオザイム＼ＮＥＯＺＹＭＥ

素顔美人

素顔肌

指定商品・役務

01

【01】酵素（医療用を除く），有機物の分解・悪臭除去処理剤，排水・汚水・汚泥の浄化・消 【中間記録情報】
臭用酵素微生物製剤，水の浄化剤，土壌中や水中の微生物の増殖・活性化促進剤，堆肥 ［審査］
2005.09.30 願書
用発酵促進剤，土壌改良剤，植物成長調整剤類
2005.09.30 認定･付加情報
2006.05.12 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))
2006.08.11 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.02.15 刊行物等提出書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.02.15 刊行物等提出書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.03.24 刊行物等提出による通知書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

通常 2005-091271

通常:
2005-091844
標準

通常:
2005-091845
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，せっけん類，歯磨き，化粧品，芳香剤，消臭芳香剤，その他の香料類，研磨紙，研磨 2005.09.30 願書
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
2005.09.30 認定･付加情報
【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 2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 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 2006.06.21 手続補正書
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
2006.06.21 意見書
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 2006.06.22 認定･付加情報
り紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2006.11.13 手続補正書(方式)
2007.11.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2006.02.15 刊行物等提出書
2006.03.14 刊行物等提出による通知書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 拒絶査定
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商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

03,05,10,29,30,32,3 【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］
5,41,42

110

§Ｒｅａ∞Ｌａｂｏ

通常 2005-091964

02,03
111

ＵＶブロックナノパウダー

通常:
2005-091983
標準

03

112

熟年

通常:
2005-091989
標準

03

113

プロスタイリング

通常:
2005-092003
標準

05,29
114

オプティマルケア

通常:
2005-092296
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。

2005.10.03 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
2005.10.03 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
2006.03.10 代理人受任届
【05】消臭剤（工業用のもの及び身体用のものを除く。），芳香消臭剤（工業用のもの及び身 2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.04.26 手続補正書
体用のものを除く。），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
2006.04.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
く。），脱臭剤（工業用のものを除く。），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 2006.05.26 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
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 2006.08.29 拒絶査定
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，
食餌療法用飲料
【10】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。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，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
【29】ミネラル・ビタミン・植物エキス又は粉末・動物エキス又は粉末・海藻エキス又は粉末を
主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプ
セル状・軟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
【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，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
【中間記録情報】
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の具，防錆 ［審査］
グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印 2005.10.03 願書
刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
2005.10.14 認定･付加情報
【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， 2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.08.04 拒絶査定
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
【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］
2005.10.03 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 2005.10.14 認定･付加情報
2006.02.15 刊行物等提出書
毛
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.04 拒絶査定
【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］
2005.10.03 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 2006.02.17 刊行物等提出書
2006.03.20 認定･付加情報
毛
2006.03.22 刊行物等提出による通知書
2006.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 拒絶査定
【05】滋養強壮変質剤，その他の薬剤，食餌療法用加工食品
【中間記録情報】
【29】ハーブ類（イチョウ葉，セントジョーズワート，シンセン等）・ビタミン・ミネラル・にんにく・ ［審査］
2005.10.03 願書
はちみつを主原料としたタブレット・カプセル・錠剤・顆粒・粉末・液体状の加工食品，肉製
2005.10.04 認定･付加情報
品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定
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115

116

117

118

119

120

商標（見本）

商標

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］
2005.10.04 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.11 拒絶査定

03

【03】歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.11 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］
2005.10.05 願書
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.09 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］
2005.10.05 願書
2006.02.15 刊行物等提出書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.18 拒絶査定
2006.12.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.02.15 刊行物等提出書
2006.03.14 刊行物等提出による通知書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.09 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］
2005.10.07 願書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.05.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.08 拒絶査定

クール・ホワイト＼ＣＯＯＬ・ＷＨＩ
通常 2005-092404
ＴＥ

クール＆ホワイト＼ＣＯＯＬ＆Ｗ
通常 2005-092405
ＨＩＴＥ

アロマレッグソルト＼ＡＲＯＭＡ
ＬＥＧ ＳＡＬＴ

通常 2005-092868

ジューシーカラーグロス＼ｊｕｉｃｙ
通常 2005-092879
ｃｏｌｏｒ ｇｌｏｓｓ

ＧＥＬ ＰＯＵＲ ＬＥＳ ＣＨＥＶＥ
通常 2005-092981
ＵＸ

フレ・オドゥール＼Ｆｒａｉｓ ｏｄｅｕｒ 通常 2005-094010

※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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03

121

マグノリア＼Ｍａｇｎｏｌｉａ

通常 2005-094033

03
122

123

124

125

126

127

ポアバニッシャー＼ｐｏｒｅ ｖａｎｉ
通常 2005-094056
ｓｈｅｒ

椿の生椿油

椿の生オイル

ピンキーローズ＼ＰｉｎｋｙＲｏｓｅ

防草マサ

指定商品・役務

03,29

【03】椿油を配合してなるせっけん類，椿油を配合してなる化粧品，椿油を配合してなる香
料類
【29】椿油

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.30 拒絶査定

03,29

【03】椿油を配合してなるせっけん類，椿油を配合してなる化粧品，椿油を配合してなる香
料類
【29】椿油

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 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］
2005.10.07 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 2006.02.17 刊行物等提出書
2006.03.20 認定･付加情報
毛
2006.03.22 刊行物等提出による通知書
2006.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.08 拒絶査定
2007.02.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

01

【01】土壌改良剤，土壌安定剤

03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去 【中間記録情報】
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，つけまつ毛 ［審査］
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 2005.10.07 願書
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，つけづめ，つけまつ 2006.02.15 刊行物等提出書
2006.03.15 認定･付加情報
毛
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

通常:
2005-094107
標準

通常:
2005-094108
標準

通常 2005-094153

通常 2005-094237

スキンウォッシュ＼ＳＫＩＮ ＷＡ
通常 2005-094284
ＳＨ

※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］
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，歯磨き，クレンジングオイル及びクレ 2005.10.07 願書
2005.10.07 認定･付加情報
ンジング乳液，その他の化粧品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出
2005.11.16 刊行物等提出書
し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.12.15 認定･付加情報
2006.01.06 刊行物等提出による通知書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.18 拒絶査定
【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.21 拒絶査定
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［審査］
2005.10.07 願書
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商標
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03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去 【中間記録情報】
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，つけまつ毛 ［審査］
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 2005.10.07 願書
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，つけづめ，つけまつ 2006.02.17 刊行物等提出書
2006.03.20 認定･付加情報
毛
2006.03.24 刊行物等提出による通知書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去 【中間記録情報】
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，つけまつ毛 ［審査］
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 2005.10.07 願書
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，つけづめ，つけまつ 2006.02.17 刊行物等提出書
2006.03.23 認定･付加情報
毛
2006.03.24 刊行物等提出による通知書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去 【中間記録情報】
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，つけまつ毛 ［審査］
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 2005.10.07 願書
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，つけづめ，つけまつ 2006.02.17 刊行物等提出書
毛
2006.03.16 認定･付加情報
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.04 拒絶査定
2006.08.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.04 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去 【中間記録情報】
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，つけまつ毛 ［審査］
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 2005.10.07 願書
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，つけづめ，つけまつ 2006.02.17 刊行物等提出書
2006.03.23 認定･付加情報
毛
2006.03.24 刊行物等提出による通知書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.04 拒絶査定
2006.08.23 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
【02】塗料
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

通常 2005-094286

モイスチャーシート＼Ｍｏｉｓｔｕｒｅ
通常 2005-094287
Ｓｈｅｅｔ

ラスターローション＼Ｌｕｓｔｅｒ Ｌ
通常 2005-094292
ｏｔｉｏｎ

03

132

リメイクジェル＼Ｒｅｍａｋｅ Ｊｅｌ 通常 2005-094299

02
133

アスベストガード

通常:
2005-094446
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，歯磨き，香料類，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去 【中間記録情報】
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，つけまつ毛 ［審査］
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 2005.10.07 願書
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，つけづめ，つけまつ 2006.02.17 刊行物等提出書
2006.03.23 認定･付加情報
毛
2006.03.24 刊行物等提出による通知書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

スキンマスク＼ＳＫＩＮ ＭＡＳＫ 通常 2005-094285

スキンカバー＼Ｓｋｉｎ Ｃｏｖｅｒ

指定商品・役務

03
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03

134

ｖｉｔａｌｉｚｅ ｒｅｖｉｖｅ＼バイタライズ
通常 2005-094455
リヴァイブ

05

135

136

137

138

スーパーモイスト

スーパークール

ミネラル木酢

バスタイムパック

通常:
2005-094592
標準

指定商品・役務

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 2005.10.11 願書
2005.10.11 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 意見書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

01,03,05

【01】植物育成剤，土壌改良剤，肥料
【03】せっけん類
【05】外皮用薬剤

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］
2005.10.13 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 2005.10.13 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-094593
標準

通常 2005-095299

通常:
2005-095358
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，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］
2005.10.11 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 2005.12.19 出願人名義変更届
2005.12.19 手続補足書
離剤
2005.12.19 手続補足書
2005.12.19 手続補足書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.15 意見書
2006.06.15 手続補足書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
2007.10.26 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
【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 2005.10.11 願書
2005.10.11 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2006.05.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 意見書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.10.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.28 手続補正指令書(出願)
2006.02.03 通知書(却下処分前通知)
2006.02.10 上申書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定
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No.

139

140

商標（見本）

商標

ネオカラーヘヤージェル

美的生活

種別 出願番号

区分

美的生活提案

03,35,44

【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］
2005.10.13 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 2005.10.13 認定･付加情報
毛
2006.03.29 刊行物等提出書
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査， 2006.04.28 認定･付加情報
2006.05.12 刊行物等提出による通知書
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，
輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購買の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複 2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら 2006.06.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
に準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与， 2006.08.25 拒絶査定
タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【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
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
【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］
2005.10.13 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 2005.10.13 認定･付加情報
毛
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査， 2006.08.25 拒絶査定
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，
輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購買の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，
タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【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
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.10.13 願書
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 2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
離剤
項16号)
2006.08.09 拒絶査定
【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 2007.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.10.13 願書
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 2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
離剤
項16号)
2006.08.09 拒絶査定
【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 2007.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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

通常:
2005-095359
標準

通常:
2005-095360
標準

通常:
2005-095362
標準

03,05
142

マグネシウム炭酸湯

通常:
2005-095412
標準

03,05
143

クレイ重曹炭酸湯

通常:
2005-095413
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］
2005.10.13 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 2005.10.13 認定･付加情報
2006.03.29 刊行物等提出書
毛
2006.04.25 認定･付加情報
2006.04.28 刊行物等提出による通知書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

03,35,44

141

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

144

食塩炭酸湯

通常:
2005-095414
標準

03,05
145

カルシウム炭酸湯

通常:
2005-095415
標準

03,05

146

ブルージャスミン

通常:
2005-095919
標準

01

147

148

149

Ｇｒｅｅｎ Ｓｅｖｅｎ＼Ｇｒｅｅｎ ７

通常 2005-096380

指定商品・役務

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛

03,41,44

【03】せっけん類，愛玩動物用シャンプー，愛玩動物用化粧品，クリーム，歯磨き剤
【41】動物の美容・理容・治療・飼育の知識の享受
【44】動物の美容・理容，動物の治療，動物の飼育

ピュアリーエッセンス＼ＰＵＲＥＬ
通常 2005-096688
Ｙ ＥＳＳＥＮＣＥ

メディカルトリマー

通常 2005-096996

※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，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.10.13 願書
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 2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
離剤
項16号)
2006.08.09 拒絶査定
【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 2007.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.10.13 願書
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 2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
離剤
項16号)
2006.08.09 拒絶査定
【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 2007.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
【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］
2005.10.13 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
2005.10.14 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
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【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 項16号)
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 2006.08.18 拒絶査定
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
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，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【01】化学品，燃料節約剤
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.10.31 認定･付加情報
2006.04.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.10.17 認定･付加情報
2006.03.28 優先権証明請求書
2006.03.29 刊行物等提出書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.05.01 刊行物等提出による通知書
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.21 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2006.05.19 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))
2006.06.06 再送
2006.06.27 再送
2006.08.25 拒絶査定
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No.

150

151

152

153

商標（見本）

商標

あかみず

やぎミルク

プロケア＼ＰＲＯＣＡＲＥ

お肌安心

種別 出願番号

区分

155

156

ハーブミスト

アクティブプラス成分

ＬＩＰＧＥＬＥＥ＼リップジュレ

03

【03】化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 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］
2005.10.19 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.17 拒絶査定

05

【05】大人用紙おむつ，失禁用おしめ，失禁用おしめカバー，失禁用おむつ，失禁用おむつ
カバー，失禁用おしめ固定用パンツ，失禁用パンツ，失禁用パンツ型おしめ，失禁用パンツ
型おむつカバー，失禁用パンティー，失禁用ショーツ，失禁用パッド，失禁用パッド固定用
パンツ，失禁用パッド用カバー，失禁用パッド用カバーと一体化した失禁用パッド，失禁用
ライナー，失禁用ナプキン，衛生又は生理用パンティーライナー，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，
生理用パンティー，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド
【03】化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.16 拒絶査定

通常 2005-097386

通常 2005-097454

通常 2005-097589

通常:
2005-097598
標準

通常:
2005-097607
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.03.29 刊行物等提出書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.05.12 刊行物等提出による通知書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 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，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 ［審査］
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， 2005.10.20 願書
2005.10.20 認定･付加情報
つけまつ毛，化粧用コットン
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.22 意見書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類

通常:
2005-098152
標準

通常 2005-098257

※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，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），高 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.10.18 願書
料，試験紙，人工甘味料，陶磁器用釉薬
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 意見書
2006.08.11 拒絶査定

03

154

指定商品・役務

01
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.03.29 刊行物等提出書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.05.19 刊行物等提出による通知書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定
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３条拒絶（化学）２００６．０８.xls
No.

157

158

159

160

161

162

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

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

03

【03】クリーム状，ジェル状，乳液状化粧品，および，その他の化粧品

03

【03】クリーム状，ジェル状，乳液状化粧品，および，その他の化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

03

【03】クリーム状，ジェル状，乳液状化粧品，および，その他の化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.11 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］
2005.10.24 願書
2006.03.29 刊行物等提出書
2006.05.11 刊行物等提出による通知書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.21 拒絶査定

ベルベットタッチ＼ＶＥＬＶＥＴ Ｔ
通常 2005-098590
ＯＵＣＨ

ベルベットスムース＼ＶＥＬＶＥＴ
通常 2005-098591
ＳＭＯＯＴＨ

韓流美スタイル

妖艶美肌

韓流美麗肌

極上ケア

通常 2005-099081

通常 2005-099083

通常 2005-099086

通常 2005-099230

※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］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.29 刊行物等提出書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.05.01 刊行物等提出による通知書
2006.05.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.21 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.21 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定
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No.

163

164

165

166

167

商標（見本）

商標

くさつの春肥

くさつの夏肥

エコ灯油

ピンクヴェール＼Ｐｉｎｋ Ｖｅｉｌ

フォトネイル＼§ＰｈｏｔｏＮａｉｌ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【01】肥料

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.04.07 代理人変更届
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.17 拒絶査定

01

【01】肥料

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.04.07 代理人変更届
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.17 拒絶査定

04

【04】灯油

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 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］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.03.29 刊行物等提出書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 認定･付加情報
2006.05.31 刊行物等提出による通知書
2006.08.16 拒絶査定

03

【03】つけづめ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2006.02.14 代理人辞任届
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.05 上申書
2006.07.07 意見書
2006.08.01 拒絶査定
2006.08.29 代理人受任届
2006.09.05 代理人辞任届
2006.09.11 手続補正書(方式)
2006.09.11 手続補足書
2007.08.02 登録料納付
2008.01.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.07.10 登録査定書
2007.08.02 設定納付書
2007.09.04 登録証

通常:
2005-099306
標準

通常:
2005-099307
標準

通常:
2005-099658
標準

通常 2005-099762

通常 2005-100747

※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
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No.

168

169

170

171

172

173

商標（見本）

商標

ＰｈｏｔｏＮａｉｌ／フォトネイル

日本発

こむぎナチュラル

木苺ナチュラル

はちみつナチュラル

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】つけづめ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2006.02.14 代理人辞任届
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 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］
2005.10.27 願書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.10 手続補正書
2006.07.10 代理人受任届
2006.07.10 手続補足書
2006.07.10 意見書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.12 認定･付加情報
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

通常 2005-100748

通常 2005-100862

通常 2005-101135

通常 2005-101138

通常 2005-101152

ヘーゼルナッツベージュ＼Ｈａｚ
通常 2005-101153
ｅｌｎｕｔ Ｂｅｉｇｅ

※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.

2008/5/8
40／48

３条拒絶（化学）２００６．０８.xls
No.

174

175

176

177

商標（見本）

商標

Ｏｒａｎｇｅ Ｎａｔｕｒａｌ

あまなつナチュラル

ハリ増し＼はりまし

抗酸化

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 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］
2005.10.27 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 拒絶査定

02,19,24

【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
【中間記録情報】
［審査］
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，防錆グリー
2005.10.28 願書
ス，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用
又は美術用の貴金属はく及び粉
2005.11.04 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト 条1項11号を除く))
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用 2006.05.11 手続補正書
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の 2006.05.11 意見書
2006.08.07 拒絶査定
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），土砂崩壊
防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその製品，木材，石材，建築
用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け
塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），
送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光
式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽
類（金属製又はプラスチック製のものを除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除
く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製の
ものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のもの
を除く。），石製彫刻，コンクリート製彫刻，大理石製彫刻，鉱物性基礎材料
【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

通常 2005-101154

通常 2005-101155

通常 2005-101188

通常:
2005-101459
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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.

2008/5/8
41／48

３条拒絶（化学）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.11.04 認定･付加情報
2006.04.14 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))
2006.05.11 手続補正書
2006.05.11 意見書
2006.08.07 拒絶査定

03

【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，防錆グリー
ス，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用
又は美術用の貴金属はく及び粉
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用
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の
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），土砂崩壊
防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその製品，木材，石材，建築
用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け
塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），
送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光
式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽
類（金属製又はプラスチック製のものを除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除
く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製の
ものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のもの
を除く。），石製彫刻，コンクリート製彫刻，大理石製彫刻，鉱物性基礎材料
【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
【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

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］
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 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］
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 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］
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 拒絶査定

02,19,24

178

179

180

181

182

ＥＭ抗酸化

通常:
2005-101460
標準

ベルベットシャイン＼ＶＥＬＶＥＴ
通常 2005-101491
ＳＨＩＮＥ

プレミアムベルベット＼ＰＲＥＭＩ
通常 2005-101492
ＵＭ ＶＥＬＶＥＴ

ベルベットフィール＼ＶＥＬＶＥＴ
通常 2005-101493
ＦＥＥＬ

メルティングフィール＼ＭＥＬＴＩ
ＮＧ ＦＥＥＬ

通常 2005-101494

※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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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 拒絶査定
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No.

183

184

185

186

187

188

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］
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 拒絶査定

05,44

【05】入浴剤
【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 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］
2005.10.31 願書
2006.03.31 刊行物等提出書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.05.08 刊行物等提出による通知書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 拒絶査定
2006.11.27 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］
2005.10.31 願書
2006.03.31 刊行物等提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.19 刊行物等提出による通知書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
2006.08.29 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.03.31 刊行物等提出書
2006.04.27 刊行物等提出による通知書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 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］
2005.10.31 願書
2006.03.31 刊行物等提出書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.05.08 刊行物等提出による通知書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定

ジューシーシャイン＼ＪＵＩＣＹ Ｓ
通常 2005-101495
ＨＩＮＥ

百草の湯

スパークルイエロー

グラマラスブラウン

グラマラスピンク

グラマラスブルー

通常:
2005-101813
標準

通常 2005-101994

通常 2005-101995

通常 2005-101997

通常 2005-101998

※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.

189

190

191

192

193

194

商標（見本）

商標

ウエディングネイル

１００年ペイントリフォーム

天然農薬

自然農薬

バイオセラム

超・通気シート

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】化粧品，つけづめ，つけまつ毛
【44】美容

02

【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
【中間記録情報】
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の具，防錆 ［審査］
グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印 2005.11.01 願書
2005.11.02 認定･付加情報
刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定

01,05

【01】植物生長調整剤類，肥料
【05】農業用薬剤（植物生長調整剤を除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.05.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

01,05

【01】植物生長調整剤類，肥料
【05】農業用薬剤（植物生長調整剤を除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

03

【03】美容液

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.18 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 2005.11.02 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
用粉乳，人工受精用精液
項16号)
2006.07.03 意見書
2006.08.01 拒絶査定
2006.08.25 出願取下書

通常:
2005-102255
標準

通常:
2005-102561
標準

通常 2005-102797

通常 2005-102798

通常 2005-102807

通常:
2005-103184
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

03,44
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.12.09 上申書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.01.18 認定･付加情報
2006.03.31 刊行物等提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.26 刊行物等提出による通知書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
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No.

195

196

197

198

商標（見本）

商標

超・通気性

黒文字

Ｈｅｒｂ＆Ｇｅｌ

Ｃｅｌｌｕｌｉｔｅ＼ｐｒｏｇｒａｍ

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，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児 2005.11.02 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
用粉乳，人工受精用精液
項16号)
2006.06.30 意見書
2006.08.01 拒絶査定
2007.09.13 出願取下書

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品（香水を含む），香料類

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定

03

【03】化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2005.11.07 手続補足書
2005.12.08 認定･付加情報
2005.12.08 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 意見書
2006.07.07 代理人受任届
2006.07.18 認定･付加情報
2006.08.02 拒絶査定
2006.10.20 手続補正書
2007.11.08 上申書
2007.12.14 出願取下書

03

【03】スキンローション状・クリーム状・ジェル状・乳液状・オイル状・シート状・粉末状・軟膏 【中間記録情報】
状又はムース状のセルライト削減用・予防用化粧品（薬剤に属するものを除く。），セルライ ［審査］
2005.11.04 願書
ト削減用・予防用のせっけん・身体洗浄剤又はボディシャンプー
2005.11.21 早期審査に関する事情説明書
2005.11.22 早期審査に関する事情説明補充書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.01.04 伺い書
2006.01.12 早期審査に関する事情説明補充書
2006.01.19 早期審査に関する報告書
2006.01.20 伺い回答書
2006.02.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.16 期間延長請求書
2006.08.25 拒絶査定

通常:
2005-103185
標準

通常:
2005-103195
標準

通常:
2005-103381
標準

通常 2005-103507

※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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No.

199

200

201

202

商標（見本）

商標

セルライト プログラム

ドライクイック

３℃

リニュー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【03】スキンローション状・クリーム状・ジェル状・乳液状・オイル状・シート状・粉末状・軟膏 【中間記録情報】
状又はムース状のセルライト削減用・予防用化粧品（薬剤に属するものを除く。），セルライ ［審査］
2005.11.04 願書
ト削減用・予防用のせっけん・身体洗浄剤又はボディシャンプー
2005.11.21 早期審査に関する事情説明書
2005.11.22 早期審査に関する事情説明補充書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.01.04 伺い書
2006.01.12 早期審査に関する事情説明補充書
2006.01.19 早期審査に関する報告書
2006.01.20 伺い回答書
2006.02.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.16 期間延長請求書
2006.08.25 拒絶査定
2006.09.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

02

【02】さび止め塗料，水性塗料

03,05,10,11

【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］
2005.11.08 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 2005.11.08 認定･付加情報
毛
2005.11.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【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， 2006.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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， 2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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 第4条1項11号)
精用精液
2006.07.11 手続補正書
2006.07.11 代理人受任届
【10】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 2006.07.11 意見書
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），医療用機械器具，家庭用電気マッ 2006.07.11 職権訂正履歴(職権訂正)
サージ器，しびん，病人用便器，耳かき
2006.07.12 職権訂正履歴(職権訂正)
【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 2006.07.12 認定･付加情報
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 2006.07.12 認定･付加情報
械器具，業務用衣類乾燥機，業務用加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器 2006.07.12 認定･付加情報
消毒器，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 2006.07.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.22 拒絶査定
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
2006.09.11 手続補正書
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， 2006.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 2007.08.01 登録料納付
2007.10.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
浄化槽，家庭用し尿処理槽，化学物質を充てんした保温保冷具
［登録］
2007.07.24 登録査定書
2007.08.01 設定納付書
2007.09.11 登録通知書

01,17

【01】化学品，原料プラスチック
【17】ゴム，プラスチック基礎製品

通常 2005-103508

通常:
2005-103966
標準

通常 2005-104826

通常:
2005-107013
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］
2005.11.07 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 拒絶査定
2006.09.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.25 拒絶査定
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No.

203

204

205

206

207

商標（見本）

商標

リニューアル

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【01】化学品，原料プラスチック
【17】ゴム，プラスチック基礎製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

03,21

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類，つけまつ毛
【21】化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

01,19

【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。），タイル用接着剤，プラ 【中間記録情報】
スチック・複合材・合金・金属・セラミック・木材用接着剤，建材用接着剤，建築用又は構築 ［審査］
用の接着剤，住宅外壁用接着剤，原料プラスチック
2005.11.22 願書
2005.11.22 認定･付加情報
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，プラスチック製建築専用材料，合成建築
2006.06.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築
項16号)
用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料
2006.08.30 拒絶査定

05

【05】除草剤，その他の薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.07 意見書
2006.08.21 拒絶査定
2006.11.14 手続補正書
2006.11.14 手続補足書
2007.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.28 登録料納付
2007.10.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.20 登録査定書
2007.08.28 設定納付書
2007.10.02 登録証

05,21

【05】はえ取り紙，はえ駆除剤，こばえ駆除剤，はえ取り用粘着剤
【21】はえ捕獲器

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 手続補正書
2006.06.19 手続補足書
2006.06.19 意見書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
2006.09.06 出願取下書

通常:
2005-107014
標準

ファイバーエッジブラシ＼ＦＩＢＥ
通常 2005-109589
Ｒ ＥＤＧＥ ＢＲＵＳＨ

ハイグレードウレタン

いぶき

コバエキャッチャー

通常 2005-109905

通常:
2005-111804
標準

通常 2005-112502

※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

01,17
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No.

208

209

210

211

商標（見本）

商標

グッド チョイス＼ＧＯＯＤ ＣＨ
ＯＩＣＥ

ブライト インパクト

Ｅｃｏ地球環境ゼオライト

ＷＷ

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，ガーゼ，医療用及び歯科用綿，脱脂綿，ばんそうこ
う，包帯，歯科用材料
【10】医療用又は歯科用キャップ，患者用エプロン，医療用又は歯科用マスク，医療用又は
歯科用タオル，医療用又は歯科用機械器具収納用のトレー，医療用又は歯科用機械器具
収納用トレーの上に敷くためのシート，医療用又は歯科用機械器具収納用の袋，その他の
医療用又は歯科用機械器具及びその部品並びに付属品，手術用キャットガット，吸い飲
み，綿棒，指サック

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.26 手続補正書
2006.07.26 意見書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.07.27 認定･付加情報
2006.08.09 拒絶査定

03,21

【03】歯磨き，化粧品
【21】化粧用具，歯ブラシ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定
2006.11.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

01

【01】ゼオライト

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.08.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.28 意見書
2006.08.28 認定･付加情報
2006.08.31 拒絶査定

03,08,09,16,20,21,2
4,26,28,29,30,32,33,
34

【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］
2006.02.13 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，香水，その他
の化粧品，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 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
づめ，つけまつ毛
2006.08.02 意見書
2006.08.25 拒絶査定
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ
り及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），か
つお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チー
ズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち
工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具
に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ
アセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【09】携帯電話機用カバー，携帯電話機の専用ケース，携帯電話機用ストラップ，その他の
電気通信機械器具，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別
用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイ
ムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，
郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬
貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装
置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物
の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用
テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能

通常 2005-113474

通常:
2005-113770
標準

通常:
2006-003934
標準

通常 2006-011729

※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

05,10
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,08,09,16,20,21,2
4,26,28,29,30,32,33,
34

212

Ｗ２

通常 2006-011730

03

213

ＡＳＨＩＹＡ ＢＥＡＵＴＹ ＦＯＲ Ｙ 通常:
2006-032867
ＯＵＲ ＢＥＡＵＴＹ
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］
2006.02.13 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，香水，その他
の化粧品，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 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
づめ，つけまつ毛
2006.08.02 意見書
2006.08.25 拒絶査定
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ 2007.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
り及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），か
つお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チー
ズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち
工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具
に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ
アセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【09】携帯電話機用カバー，携帯電話機の専用ケース，携帯電話機用ストラップ，その他の
電気通信機械器具，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別
用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイ
ムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，
郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬
貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装
置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物
の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用
テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
【03】化粧用マスク，化粧品
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.04.25 早期審査に関する事情説明書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.04.26 早期審査に関する報告書
2006.05.01 早期審査選定結果の通知書
2006.05.12 早期審査に関する事情説明書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.05.26 早期審査に関する事情説明補充書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.06.30 早期審査に関する報告書
2006.07.10 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))
2006.08.21 手続補正書
2006.08.21 意見書
2006.08.22 認定･付加情報
2006.08.22 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定
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