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※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。
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３条拒絶（化学）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03

1

目ぢから創造スティック

通常:
2004-106297
標準

03

2

ＴＨＥ ＮＡＴＵＲＡＬ ＦＡＣＥ

通常:
2005-011493
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
【03】せっけん類，香料類，スティック状の化粧品，歯磨き

中間記録

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.19 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.20 手続補正書
2006.02.20 手続補足書
2006.02.20 意見書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.11.16 拒絶査定
2006.11.16 代理人受任届
2007.02.07 手続補正書(方式)
2007.02.07 手続補足書
2007.10.12 登録料納付
［登録］
2007.10.09 登録査定書
2007.10.12 設定納付書
2007.10.30 登録証
【03】香水類，一般化粧水，オーデコロン，スキンローション，乳液，粘液性化粧水，ハンド 【中間記録情報】
ローション，ひげそり用化粧水，薬用化粧水，頭髪用ローション，栄養クリーム，マスカラ， ［審査］
アイライナー，口紅，下地用化粧品，クレンジングクリーム，コンパクトケースに入れて用い 2005.02.14 願書
る化粧用固形パウダー，その他の化粧品，つけまつ毛用接着剤，せっけん類，歯磨き，香 2005.02.14 認定･付加情報
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 2005.07.29 刊行物等提出書
2005.08.26 認定･付加情報
つ毛
2005.08.30 刊行物等提出による通知書
2005.09.01 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.10.11 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2005.11.21 意見書
2005.11.21 認定･付加情報
2005.11.21 手続補足書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.07 拒絶査定
2008.06.02 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）

3

4

商標

ナイトケア

エムエックス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】歯磨き，洗口液

05

【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，眼 【中間記録情報】
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 ［審査］
帯，包帯液，失禁用おしめ，衛生又は生理用パンティライナー
2005.03.14 願書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.07 意見書
2006.09.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.24 拒絶査定

通常 2005-015704

通常:
2005-022238
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］
2005.02.24 願書
2005.02.24 認定･付加情報
2005.10.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.31 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2005.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.11.01 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.11.02 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.12.08 意見書
2005.12.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.20 意見書
2006.02.20 出願人名義変更届
2006.02.20 手続補足書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.03.17 認定･付加情報
2006.03.17 認定･付加情報
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.18 意見書
2006.08.18 手続補足書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.09.19 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶査定
2007.01.24 手続補正書
2007.01.25 手続補足書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,05,21

5

ホルミスラドンの湯

通常:
2005-048657
標準

03

6

ストレッチファイバー

花粉ふとんでブロック

通常 2005-053467

01,03,05

8

花粉マスクでブロック

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.17 拒絶査定

通常 2005-049510

01,03,05

7

指定商品・役務
【01】バードガスタイン天然鉱石を主とした粉末状の天然温泉鉱石や遠赤外線セラミックス
などに粘土を加え成形し高温で焼結したものをステンレス製や樹脂製等の容器に詰めて浴
槽内で使用する湯水改良剤，天然鉱石を用いた浴槽用磁気・遠赤外線又はラドン等発生
剤，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
【05】天然鉱石を用いた入浴剤，ラドン・遠赤外線・磁気等を生じる鉱石からなる入浴剤，そ
の他の入浴剤，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
【21】バードガスタイン天然鉱石を主とした粉末状の天然温泉鉱石や遠赤外線セラミックス
などに粘土を加え成形し高温で焼結したものをステンレス製や樹脂製等の容器に詰めて浴
槽内に沈めて使用する温浴具，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，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手お
【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

通常 2005-053469

※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］
2005.06.03 願書
2005.06.03 認定･付加情報
2005.10.20 刊行物等提出書
2005.11.17 認定･付加情報
2005.11.25 刊行物等提出による通知書
2005.11.29 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
2006.02.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.27 拒絶査定

【01】花粉付着防止剤（「化学品」に属するものに限る。），化学品，のり及び接着剤（事務用 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2005.06.14 願書
プ
2005.06.15 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， 2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
2006.03.16 手続補正書
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 2006.03.16 意見書
毛
2006.11.10 拒絶査定
【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，
【01】花粉付着防止剤（「化学品」に属するものに限る。），化学品，のり及び接着剤（事務用 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2005.06.14 願書
プ
2005.06.15 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， 2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
2006.03.16 手続補正書
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 2006.03.16 意見書
毛
2006.11.10 拒絶査定
【05】薬剤，医療用油紙，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
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No.

商標（見本）

9

10

11

12

13

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】バスソルト

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.14 願書
2005.07.12 手続補正書
2005.08.12 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 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］
2005.07.14 願書
2005.07.14 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 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.27 拒絶査定

03

【03】化粧品，歯磨き，せっけん類，香料類，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.17 願書
2005.08.17 認定･付加情報
2006.06.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.07 拒絶査定

01,19

【01】飲用水及び浴用水などの上水浄化用の非金属鉱物，水及び排水浄化用の非金属鉱
物，汚濁水浄化の非金属鉱物，空気浄化用非金属鉱物，海水浄化用の非金属鉱物，水槽
内浄化用の非金属鉱物，微生物培養培地用の非金属鉱物，その他の非金属鉱物、
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陸上や海中や海底における建築用又は構築用の
非金属鉱物，非金属鉱物からなる建築用又は構築用の耐火物

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.09.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.11 手続補正書(方式)
2005.10.11 上申書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.02.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.06 意見書
2006.05.26 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.19 手続補正書(方式)
2006.07.27 認定･付加情報
2006.11.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.17 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.09.21 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
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

Ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｅａｒｔｈ．．．ｆｏｒ ｔｈ
通常 2005-057815
ｅ ｍｉｎｄ，ｂｏｄｙ ＆ ｓｏｕｌ

プリズマティカルアイズ＼ＰＲＩＳ
通常 2005-064879
ＭＡＴＩＣＡＬ ＥＹＥＳ

Ｕ２Ｂ

西海環境石

通常 2005-076757

通常:
2005-084541
標準

プレミアムスムース＼ＰＲＥＭＩＵ
通常 2005-088343
Ｍ ＳＭＯＯＴＨ

※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.

14

15

16

商標（見本）

商標

潤水

図形商標

すっぴんゴージャス肌

種別 出願番号

区分

03

【03】せっけん類，精油からなる食品香料，その他の香料類，コロン，オーデコロン，身体用 【中間記録情報】
［審査］
香水スプレー，スキンオイル，スキンクリーム，スキンローション，シェービングフォーム，
2005.09.13 願書
シェービングジェル，髭剃前のローション，髭剃後のローション，タルカムパウダー，バス
2006.05.17 職権訂正履歴(職権訂正)
用・シャワー用化粧品，ヘアーローション，口臭消臭用化粧品，身体防臭用化粧品，制汗
2006.05.19 職権訂正通知書(職権訂正)
用化粧品，化粧水，その他の化粧品，歯磨き
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))
2006.08.10 期間延長請求書
2006.11.24 拒絶査定

03,21,41

【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］
2005.09.29 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，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 2005.09.30 認定･付加情報
毛
2006.02.15 刊行物等提出書
2006.03.14 認定･付加情報
【21】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
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
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 2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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。）， 2006.11.30 拒絶査定
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，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，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，寝室用簡易便器，トイレット
ペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用
金属製箱，靴脱ぎ器，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，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き
布，軽便靴クリーナー，シューツリー，コッフェル，ブラシ用豚毛
【03】皮膚中の酵素の活動を支援するせっけん類，皮膚中の酵素の活動を支援する化粧 【中間記録情報】
［審査］
品
2005.09.20 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.07 手続補正書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.07 意見書
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2005-090246
標準

通常 2005-090625

通常:
2005-091159
標準

エンザイムケア＼ＥＮＺＹＭＥ Ｃ
通常 2005-092784
ＡＲＥ

01
18

【01】化学品

セラミドポリマー＼ＣＥＲＡＭＩＤＥ
通常 2005-094007
ＰＯＬＹＭＥＲ

※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】石けん類，香料類，化粧品，歯磨き

03

17

指定商品・役務

03

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 拒絶査定
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３条拒絶（化学）２００６．１１.xls
No.

19

20

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

01

【01】化学品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 拒絶査定

01

【01】化学品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 拒絶査定

セラミドマクロマー＼ＣＥＲＡＭＩ
通常 2005-094008
ＤＥ ＭＡＣＲＯＭＥＲ

ポリセラミド＼ＰＯＬＹＣＥＲＡＭＩ
通常 2005-094009
ＤＥ

01,03,05,29,30,32,3 【01】化学品，防しわ剤，保温剤，老化防止剤，たんぱく質を主原料とする化粧品の原材料 【中間記録情報】
となる化学品，酵素を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，コラーゲンを主原料と ［審査］
5,40,42

21

§Ｔ∞Ｔｏｙｏ Ｂｉｏ－Ｐｈａｒｍａ

通常 2005-100400

03
22

グアバナチュラル

ナイトタイムケア

2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.06.22 手続補正書
2006.06.22 意見書
2006.11.24 拒絶査定
2006.12.25 手続補足書
2007.02.13 手続補正書
2007.02.27 上申書
2007.03.19 手続補正書(方式)
2007.03.19 手続補足書
2007.09.26 登録料納付
［登録］
2007.09.08 登録査定書
2007.09.26 設定納付書
2007.10.23 登録証

【03】洗濯用仕上剤，化粧用接着剤，靴クリーム，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，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.08 意見書
2006.08.08 手続補足書
2006.08.08 代理人受任届
2006.08.14 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

通常 2005-101137

03

23

する化粧品の原材料となる化学品，松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジン
を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，べにいもの繊維質を主原料とする化粧品
の原材料となる化学品，からいもの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，
いも類の繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，大麦若葉の繊維質を主原
料とする化粧品の原材料となる化学品，甘藷若葉の繊維質を主原料とする化粧品の原材
料となる化学品，ケールの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，ターミナ
リアベリリカから抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，クズの花か
ら抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，枇杷の葉から抽出したエ
キスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，マンネンタケから抽出したエキスを主
原料とする化粧品の原材料となる化学品，黒酢を主原料とする化粧品の原材料となる化学
品，マカから抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，キャベツ・オレ
ンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる
化学品，Ｓ－アデノシルメチオニンを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，ナタデコ
コの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品
【03】松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とするクリーム・化粧
水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品，松樹皮から抽出したオリゴメ
リックプロアントシアニジンを主原料とするせっけん類・シャンプー，松樹皮から抽出したオ
リゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする歯磨き，松樹皮から抽出したオリゴメリック
プロアントシアニジンを主原料とする口内洗浄剤，松樹皮から抽出したオリゴメリックプロア
ントシアニジンを主原料とする香料類，松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニ
ジンを主原料とするバスソルト，べにいもの繊維質を主原料とするクリーム・化粧水・乳液・
美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品，べにいもの繊維質を主原料とするせっけ
【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き，つけづめ，つけまつ毛

通常:
2005-102922
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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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 意見書
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（化学）２００６．１１.xls
No.
24

25

26

27

28

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】家禽及び家畜用のワクチン，家禽及び家畜用の抗寄生虫剤及び寄生虫駆除剤，動
物用薬剤，その他の薬剤
【10】家禽及び家畜用のワクチン・抗寄生虫剤及び寄生虫駆除剤の投与のための獣医科
用の塗薬用具及び挿入器具，その他の獣医科用機械器具，その他の医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

05,42

【05】移植用の生体組織付き人毛
【42】人毛増殖の分野における医学研究及び製品開発

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.06.19 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))
2006.11.27 拒絶査定
2007.09.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

05,10

【05】外科用又は整形外科用骨接合剤，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】外科用骨セメント，整形外科用骨セメント，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.12.01 手続補正書(方式)
2005.12.05 手続補正指令書(出願)
2005.12.07 認定･付加情報
2005.12.07 認定･付加情報
2006.05.23 伺い書
2006.06.02 伺い回答書
2006.06.05 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))
2006.09.01 手続補正書
2006.09.01 意見書
2006.09.01 手続補足書
2006.10.02 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.04.21 刊行物等提出書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.05.25 刊行物等提出による通知書
2006.05.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.27 拒絶査定

01

【01】肥料，腐葉土，植物育生用人工土壌

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.11.21 認定･付加情報
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

ＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ ＦＯＲ ＰＲＯＤ 通常:
2005-105639
ＵＣＴＩＶＩＴＹ
標準

ＡＤＶＡＮＣＩＮＧ ＴＨＥ ＤＥＶＥＬ
ＯＰＭＥＮＴ ＯＦ ＨＡＩＲ ＲＥＧ 通常 2005-106128
ＥＮＥＲＡＴＩＯＮ

ＱＶ－Ｒ

通常 2005-108489

ミルキークレイ＼ＭＩＬＫＹＣＬＡＹ 通常 2005-108754

緑肥土

通常:
2005-108849
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

05,10
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03

29

ＰＦＡ

通常:
2005-109934
標準

03
30

31

32

33

34

ＨＡＩＲ ＣＯＬＯＲ ＴＨＡＴＭＡＴＣ
ＨＥＳ ＹＯＵＲ ＳＫＩＮ ＣＯＬＯ 通常 2005-110416
Ｒ

おこさま

指定商品・役務

03

【03】化粧品，せっけん類，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］
2005.11.30 願書
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 2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
毛
2006.11.28 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］
2005.12.01 願書
2006.05.25 刊行物等提出書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.07.14 刊行物等提出による通知書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.05.26 刊行物等提出書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.28 刊行物等提出による通知書
2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.29 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.05.26 刊行物等提出書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.28 刊行物等提出による通知書
2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.29 拒絶査定

通常:
2005-112394
標準

エージングゾーン＼Ａｇｉｎｇ Ｚｏ
通常 2005-112937
ｎｅ

プロテクトホワイトニングジェル
＼ＰＲＯＴＥＣＴ ＷＨＩＴＥＮＩＮＧ 通常 2005-114223
ＧＥＬ

プロテクトウォータージェル＼Ｐ
通常 2005-114224
ＲＯＴＥＣＴ ＷＡＴＥＲ ＧＥＬ

※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］
2005.11.22 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
2005.11.22 認定･付加情報
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
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.25 手続補正書
2006.09.25 手続補足書
2006.09.25 認定･付加情報
2006.09.25 認定･付加情報
2006.09.25 意見書
2006.10.23 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定
【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.02 拒絶査定
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３条拒絶（化学）２００６．１１.xls
No.

35

36

37

38

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

05,30

【05】薬剤
【30】菓子及びパン

05,29,30

【05】薬剤，歯科用材料，衛生マスク，オブラート，ガーゼ
【29】ビタミン類・ミネラル類・アミノ酸類・糖類又はタンパク質類を主成分とする粒状・錠剤
状・カプセル状・顆粒状・粉状・ペースト状・液体状の加工食品
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，菓子及びパ
ン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，シャーベットのもと

01,03,05

【01】洗浄漂白剤，かび取り剤，化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除 【中間記録情報】
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 ［審査］
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
2005.12.13 願書
【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， 2005.12.13 認定･付加情報
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 2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，漂白効果を有するせっけん類，その 条1項11号を除く))
他のせっけん類，漂白効果を有する歯磨き，その他の歯磨き，漂白効果を有する化粧品， 2006.09.06 意見書
その他の化粧品，漂白効果を有する芳香剤，漂白効果を有する消臭芳香剤，その他の香 2006.09.07 認定･付加情報
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 2006.11.10 拒絶査定
つ毛
2007.02.19 手続補正書(方式)
2007.12.27 登録料納付
【05】漂白効果を有する殺菌剤，漂白効果を有する抗菌剤，漂白効果を有する除菌剤，漂
白効果を有する消臭剤，漂白効果を有する芳香消臭剤，その他の薬剤，医療用油紙，衛 ［登録］
2007.12.25 登録査定書
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
2007.12.27 設定納付書
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
2008.02.05 登録証
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
【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］
2005.12.14 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.06 拒絶査定

プロテクトマイルドミルク＼ＰＲＯ
通常 2005-114225
ＴＥＣＴ ＭＩＬＤ ＭＩＬＫ

のどケアドロップ

糖衣粒

漂白中

ピングレ

通常:
2005-115251
標準

通常:
2005-115254
標準

通常:
2005-116688
標準

通常:
2005-117559
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

03
39

指定商品・役務

03
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.05.26 刊行物等提出書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.28 刊行物等提出による通知書
2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.29 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.08 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定
2007.11.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.08 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
2006.08.04 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))
2006.11.10 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,10

40

ドライゼリー

42

43

44

ＤＲＹＪＥＬＬＹ

アイリリーフ＼ＥＹＥＲＥＬＩＥＦ

糖蜜ミルク

糖蜜乳清水

03

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2005-117763
標準

通常:
2005-117767
標準

通常 2005-120254

通常 2005-120301

通常 2005-120302

※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］
2005.12.15 願書
2005.12.15 認定･付加情報
2005.12.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

05,10

41

指定商品・役務
【05】薬剤，中枢神経系用薬剤，末しょう神経系用薬剤，感覚器官用薬剤，アレルギー用薬
剤，循環器官用薬剤，呼吸器官用薬剤，消化器官用薬剤，ホルモン剤，泌尿生殖器用又
は肛門用の薬剤，外皮用薬剤，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮変質剤，血液用剤，代謝
性薬剤，細胞賦活用薬剤，しゅよう治療用薬剤，物理的障害治療用薬剤，化学的障害治
療用薬剤，抗生物質製剤，化学療法剤，生物学的製剤，寄生動物に対する薬剤，調剤用
剤，診断用薬剤，治療用又は診断用のアイソトープ標識物質，麻薬，生薬，黒焼き及びも
ぐさ，動物用薬剤，蚊取線香，殺菌剤，殺そ剤，殺虫剤，蒸剤，除草剤，防臭剤（身体用の
ものを除く。），防虫剤，防腐剤，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，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
【10】診断用機械器具，手術用機械器具，治療用機械器具，病院用機械器具，歯科用機械
器具，獣医科用機械器具，医療用の補助器具及び矯正器具，医療用Ｘ線装置，その他の
医療用機械器具，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
【05】薬剤，中枢神経系用薬剤，末しょう神経系用薬剤，感覚器官用薬剤，アレルギー用薬
剤，循環器官用薬剤，呼吸器官用薬剤，消化器官用薬剤，ホルモン剤，泌尿生殖器用又
は肛門用の薬剤，外皮用薬剤，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮変質剤，血液用剤，代謝
性薬剤，細胞賦活用薬剤，しゅよう治療用薬剤，物理的障害治療用薬剤，化学的障害治
療用薬剤，抗生物質製剤，化学療法剤，生物学的製剤，寄生動物に対する薬剤，調剤用
剤，診断用薬剤，治療用又は診断用のアイソトープ標識物質，麻薬，生薬，黒焼き及びも
ぐさ，動物用薬剤，蚊取線香，殺菌剤，殺そ剤，殺虫剤，蒸剤，除草剤，防臭剤（身体用の
ものを除く。），防虫剤，防腐剤，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，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
【10】診断用機械器具，手術用機械器具，治療用機械器具，病院用機械器具，歯科用機械
器具，獣医科用機械器具，医療用の補助器具及び矯正器具，医療用Ｘ線装置，その他の
医療用機械器具，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
【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.15 認定･付加情報
2005.12.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.08 拒絶査定
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No.

45

46

47

48

49

50

51

商標（見本）

商標

ホエイ配合糖蜜液

糖蜜配合ホエイ水

特殊乳清糖蜜液

ミルクタンパク糖蜜ミックス

糖蜜マルチミックス

ヴァージンハニーミルク

ホエイ糖コラーゲン

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］
2005.12.22 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.10 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

通常 2005-120303

通常 2005-120304

通常 2005-120305

通常 2005-120306

通常 2005-120307

通常 2005-120309

通常 2005-120311

※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.

52

53

54

商標（見本）

商標

ハニーコラーゲン

￠Ｆｒａｉｓ Ｖｅｒｔ Ｂｅａｕｔｅ

図形商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】化粧品，せっけん類

03,05

【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］
2005.12.22 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 2005.12.22 認定･付加情報
毛
2006.05.12 出願人名義変更届(一般承継)
【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， 2006.06.29 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，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， 2006.07.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.08.14 意見書
用粉乳，人工受精用精液
2006.08.14 認定･付加情報
2006.09.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.29 刊行物等提出書
2006.10.30 認定･付加情報
2006.10.31 刊行物等提出による通知書
2006.11.02 拒絶査定
2006.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.04 手続補足書
2006.12.05 手続補正書(方式)
2006.12.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.09 登録料納付
2008.04.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.07.03 登録査定書
2007.08.09 設定納付書
2007.09.04 登録証

03,21

【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］
2005.12.09 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 2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2006.07.18 意見書
【21】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
2006.07.18 手続補足書
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 2006.07.18 代理人受任届
2006.07.26 認定･付加情報
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 2006.07.26 認定･付加情報
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。）， 2006.08.14 認定･付加情報
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 2006.11.21 拒絶査定
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，栓抜き，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，また板，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。），掃除用具及び洗濯用具，アイロン
台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろ
うそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねず
み取り器，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，寝室用簡易便器，トイ
レットペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り
出し用金属製箱，靴脱ぎ器，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

通常 2005-120312

通常 2005-120737

通常 2005-120794

※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］
2005.12.22 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定
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No.

55

56

57

58

59

60

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

03,05

【03】温泉抽出成分若しくは温泉沈殿物を用いたせっけん類，温泉抽出成分若しくは温泉 【中間記録情報】
沈殿物を用いたフェイスマスク型のパック用化粧料，その他の温泉抽出成分若しくは温泉 ［審査］
沈殿物を用いた化粧品
2005.12.26 願書
【05】温泉抽出成分若しくは温泉沈殿物を用いた液状・粉末状の入浴剤，その他の温泉抽 2006.08.17 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))
出成分若しくは温泉沈殿物を用いた薬剤
2006.09.26 手続補正書
2006.09.26 意見書
2006.11.20 拒絶査定

01,05

【01】潤滑剤，エンジンオイル・ギアオイル用添加剤（化学品に属するものに限る）
【05】潤滑剤，エンジンオイル・ギアオイル用添加剤（化学品に属するものを除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.01.16 手続補正指令書(出願)
2006.01.20 手続補正書(方式)
2006.02.22 認定･付加情報
2006.02.22 認定･付加情報
2006.09.01 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))
2006.11.28 拒絶査定

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定
2006.12.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類

03

【03】化粧品，せっけん類，植物性天然香料

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.17 拒絶査定
2006.12.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2005-121223
標準

ナノセラミック ＮａｎｏＣｅｒａｍｉｃ 通常:
2005-121224
ナノセラ
標準

美容純金箔

美容金箔

通常:
2005-121225
標準

通常:
2005-121226
標準

ＣＯＬＤ ＰＲＥＳＳＥＤ ＳＥＳＡＭ 通常:
2005-122895
Ｅ ＯＩＬ
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】杉の樹皮を木質ペレットに加工し、更にシトロネラハーブオイルを含浸させた商品で、 【中間記録情報】
［審査］
園芸用堆肥などの嫌な臭いを和らげる香料として使用する。
2005.12.12 願書
2006.01.27 手続補正指令書(出願)
2006.02.03 手続補正書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.07.28 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))
2006.10.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.10 拒絶査定

Ｈｅｒｂ・Ｐｅｌｌｅｔ＼ハーブ・ペレット 通常 2005-120821

ゆどろ

指定商品・役務

03
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No.

61

62

63

64

65

商標（見本）

商標

アクアコラーゲン

ブラックシリカ

ロハスライフ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】コラーゲンを配合してなるせっけん，コラーゲンを配合してなる化粧品

01

【01】植物成長調整剤類，のり及び接着剤，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，陶磁器用釉薬

03,29,30

【03】洗浄剤および化粧品
【29】加工した野菜その他の食用園芸作物
【30】加工した植物性の食品および調味料

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.10 拒絶査定

03

【03】化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.21 意見書
2006.10.30 認定･付加情報
2006.11.10 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，
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，人工受精用
精液，食餌療法用食品，食餌療法用飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.04 願書
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.06 手続補正書
2006.03.06 意見書
2006.03.09 刊行物等提出書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.04.24 刊行物等提出による通知書
2006.04.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 手続補正書
2006.09.19 意見書
2006.11.20 拒絶査定
2007.04.06 手続補正書
2008.02.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-123093
標準

通常:
2005-123425
標準

通常 2005-123777

Ｄｒ．シルク・コスメ＼ドクター シ
通常 2005-123830
ルク・コ＼スメ

すべすべ

分割:
2006-000072
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.

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2006.06.26 刊行物等提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.28 刊行物等提出による通知書
2006.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.24 拒絶査定
2006.12.27 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.07.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03

66

デザイナーズコスメ

通常:
2006-000822
標準

03,05,16,29,30,31,3
2
67

灯盞細辛

通常:
2006-001127
標準

03,05,11

68

イオンミント

通常:
2006-001864
標準

03

69

プラチナホワイト＼ＰＬＡＴＩＮＵＭ
通常 2006-002069
ＷＨＩＴＥ

03
70

ＢＬＡＣＫ Ｑ１０

通常:
2006-002238
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
【03】化粧品，せっけん類

中間記録

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.06.26 刊行物等提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.28 刊行物等提出による通知書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品
【中間記録情報】
【05】薬剤
［審査］
【16】印刷物
2006.01.11 願書
【29】キク科の植物またはそのエキスを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・カプセル状・顆 2006.08.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
粒状・液状及びゼリー状にした加工食品
項16号)
【30】キク科の植物を主原料とする茶及びティーバッグ状の茶
2006.11.02 拒絶査定
【31】茶の葉
【32】キク科の植物を使用した清涼飲料，キク科の植物を使用した果実飲料
【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］
2006.01.13 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
2006.01.13 認定･付加情報
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，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【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， 項16号)
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， 2006.11.10 拒絶査定
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
【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，家庭用電気式芳香器，家庭用電気式消臭器，その他の
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
【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］
2006.01.13 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 2006.01.18 認定･付加情報
2006.06.28 刊行物等提出書
毛
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.01 刊行物等提出による通知書
2006.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.25 意見書
2006.09.25 手続補足書
2006.09.25 認定･付加情報
2006.10.23 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定
【03】シャンプー，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 【中間記録情報】
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，洗濯用でん粉 ［審査］
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， 2006.01.16 願書
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 2006.01.16 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
め，つけまつ毛
項16号)
2006.11.15 拒絶査定
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No.

71

72

73

74

75

76

商標（見本）

商標

メリハリ立体感

アンバーブラウン＼ＡＭＢＥＲ
ＢＲＯＷＮ

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.06.28 刊行物等提出書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.07.27 刊行物等提出による通知書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 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］
2006.01.16 願書
2006.06.26 刊行物等提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.25 刊行物等提出による通知書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 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］
2006.01.16 願書
2006.06.26 刊行物等提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.25 刊行物等提出による通知書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 拒絶査定
2007.03.13 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.06.28 刊行物等提出書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.07.27 刊行物等提出による通知書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 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］
2006.01.16 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.11.15 拒絶査定

通常 2006-002242

通常 2006-002248

セピアグレイ＼ＳＥＰＩＡ ＧＲＡＹ 通常 2006-002250

オプティカルコントロールパウ
ダー

微細パール

通常 2006-002263

通常 2006-002266

イルミネーター＼ＩＬＬＵＭＩＮＡＴ
通常 2006-002344
ＯＲ

※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.

77

78

79

80

81

82

商標（見本）

商標

枝毛補修ミルク

ウェーブ復活

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.06.26 刊行物等提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.25 刊行物等提出による通知書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 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］
2006.01.16 願書
2006.06.26 刊行物等提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.25 刊行物等提出による通知書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 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］
2006.01.16 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 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］
2006.01.16 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 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］
2006.01.16 願書
2006.06.26 刊行物等提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.25 刊行物等提出による通知書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.15 拒絶査定

01

【01】トルマリンを主成分としたセラミックスからなる水質改善剤，トルマリンを主成物とした
セラミックスからなる水質浄化剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.01.16 手続補足書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.01.24 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 手続補正書
2006.09.29 意見書
2006.09.29 認定･付加情報
2006.09.29 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

通常 2006-002353

通常 2006-002355

グロスチャージエッセンス＼ＧＬ
通常 2006-002363
ＯＳＳ ＣＨＡＲＧＥ ＥＳＳＥＮＣＥ

つや補修美容液

集中保湿ジェリー

ＭＴセラミック

通常 2006-002374

通常 2006-002385

通常 2006-002471

※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.

2008/8/12
19／27

３条拒絶（化学）２００６．１１.xls
No.

83

84

85

86

87

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
【05】薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 意見書
2006.11.10 拒絶査定
2007.04.02 手続補正書
2007.11.12 登録料納付
［登録］
2007.09.19 登録査定書
2007.11.12 設定納付書
2007.11.27 出願却下処分前通知
2007.12.25 登録証

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.15 拒絶査定

05

【05】薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.21 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］
2006.01.19 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 拒絶査定

05,29,30,32

【05】薬剤，歯科用材料，医療用油脂，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，失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳
糖，はえ取り紙，防虫紙，ナトリウムの補給を目的とした食餌療法用食品，咀嚼嚥下障害
者用食品，離乳用加工食品，離乳育児用清涼飲料
【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（「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，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり，
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，たんぱくあるいはアミノ酸を主成分とする粉末
状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，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，化学調味料，香辛料，食品香料
（精油のものを除く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済の大麦，食用粉類，食用グルテン，
穀物の加工品，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，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，
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，イーストパウダー，こうじ，
酵母，ベーキングパウダー，氷，アイスクリーム凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップク
リーム用安定剤，酒かす，糖類を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル
状・ゼリー状・固形状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.05 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定
2007.11.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ハイパーナノ＼ＨＹＰＥＲＮＡＮＯ 通常 2006-002707

落ち着き

ウォータリング効果

母乳

健やかな明日のために

通常 2006-003135

通常:
2006-003245
標準

通常 2006-003294

通常:
2006-003703
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.

88

89

90

91

92

93

94

商標（見本）

商標

ＩＢ－Ｒ

ＩＢ－Ｑ

ｔｅｔｅｃｏｕｌｅｕｒ

のびのびぐっすり

備長石

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【05】薬剤，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガー 【中間記録情報】
ゼ，カプセル，耳帯，眼帯，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 ［審査］
2006.01.20 願書
脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.06 拒絶査定

05

【05】薬剤，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガー 【中間記録情報】
ゼ，カプセル，耳帯，眼帯，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 ［審査］
2006.01.20 願書
脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.06 拒絶査定

03

【03】化粧品

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 2006.01.23 願書
2006.01.24 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2006.04.03 刊行物等提出書
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.08 刊行物等提出による通知書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.20 拒絶査定
2007.01.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

01

【01】化学剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.02.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.16 認定･付加情報
2006.02.24 認定情報通知書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 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］
2006.01.25 願書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定

01,05

【01】化学品
【05】薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.16 拒絶査定

通常:
2006-003992
標準

通常:
2006-003993
標準

通常:
2006-004422
標準

通常:
2006-004559
標準

通常:
2006-005510
標準

スムース＆ブライト アイズ＼ｓ
通常 2006-005545
ｍｏｏｔｈ＆ｂｒｉｇｈｔ ｅｙｅｓ

ＳＬＩＭ＆ＣＯＭＰＡＣＴ

通常 2006-005793

※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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2006.01.23 願書
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No.

95

96

97

98

99

100

101

商標（見本）

商標

合格アロマ

ビジネスアロマ

ＳＴＲＯＮＧ ＰＡＴＣＨ

ミルキーウォッシュ＼ＭＩＬＫＹ
ＷＡＳＨ

即感保湿

ブレッドエンハンサー

アパタイトエージー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【03】洗濯用柔軟剤，つけまつ毛用接着剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，つや出し剤，せっ 【中間記録情報】
［審査］
けん類，歯磨き，マッサージオイル，バスオイル及びバスソルト，化粧品，植物性天然香
2006.01.27 願書
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，薫料，スプレー式芳
香剤，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 2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
つ毛
2006.11.24 拒絶査定

03

【03】洗濯用柔軟剤，つけまつ毛用接着剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，つや出し剤，せっ 【中間記録情報】
［審査］
けん類，歯磨き，マッサージオイル，バスオイル及びバスソルト，化粧品，植物性天然香
2006.01.27 願書
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，薫料，スプレー式芳
香剤，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 2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
つ毛
2006.11.24 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 2006.01.27 願書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
用粉乳，人工受精用精液，創傷被覆材，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
第4条1項11号)
2006.09.21 意見書
2006.09.21 手続補足書
2006.10.20 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.07.04 刊行物等提出書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.08 刊行物等提出による通知書
2006.08.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 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］
2006.01.30 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.06 拒絶査定

01

【01】パン用品質改良剤，洋菓子用品質改良剤，焼き菓子用品質改良剤，和菓子用品質改 【中間記録情報】
［審査］
良剤，中華まんじゅう用品質改良剤，その他の各種食品用品質改良剤
2006.02.01 願書
2006.03.31 手続補正指令書(出願)
2006.04.26 手続補正書(方式)
2006.06.01 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.16 拒絶査定

01,03

【01】殺菌剤用添加剤，工業用化学品
【03】化粧品，歯磨き，口内洗浄剤（医薬用のものを除く。）

通常:
2006-006388
標準

通常:
2006-006391
標準

通常:
2006-006408
標準

通常 2006-006426

通常:
2006-006796
標準

通常:
2006-007545
標準

通常:
2006-007627
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］
2006.02.01 願書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 拒絶査定
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３条拒絶（化学）２００６．１１.xls
No.

102

103

104

105

106

107

商標（見本）

商標

フワッとベース

まとまりベース

育染毛

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.15 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］
2006.02.01 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.15 拒絶査定

03

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.25 意見書
2006.11.24 拒絶査定

05,10

【05】薬剤
【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.21 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］
2006.02.02 願書
2006.02.02 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
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 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］
2006.02.02 願書
2006.02.02 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
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

通常 2006-007682

通常 2006-007683

通常 2006-007915

メタボリックチェック＼Ｍｅｔａｂｏｌｉ
通常 2006-007992
ｃｃｈｅｃｋ

しとやかストレート

しとやかウェーブ

通常 2006-008215

通常 2006-008216

※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.

108

109

110

111

112

113

商標（見本）

商標

Ｓｋｉｎ Ｊｅｗｅｌｒｙ

ＱＢデオドラントクリーム

種別 出願番号

区分

ヘナシカ

赤ちゃんママの化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

03

【03】デオドラントクリーム，デオドラントクリームを配合したせっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.07.19 刊行物等提出書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.08.25 刊行物等提出による通知書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 手続補正書
2006.10.27 意見書
2006.11.10 拒絶査定
2007.07.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

03,44

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き
【中間記録情報】
［審査］
【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
2006.02.06 願書
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・
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.09.22 意見書
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
2006.11.17 拒絶査定

03,44

【03】せっけん類，化粧品，室内芳香剤
【44】美容，理容，入浴施設の提供，医業

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.07.19 刊行物等提出書
2006.08.15 認定･付加情報
2006.08.18 刊行物等提出による通知書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定
2007.10.24 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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.21 拒絶査定

03

【03】化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.02.24 手続補正指令書(出願)
2006.03.03 手続補正書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

通常 2006-008402

通常 2006-008583

通常 2006-009183

通常:
2006-009218
標準

通常:
2006-010413
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】身体装飾用シール

トータル・ビューティ＆ヘルス＼
通常 2006-009166
Ｔｏｔａｌ Ｂｅａｕｔｙ ＆ Ｈｅａｌｔｈ

ヘッドセラピー

指定商品・役務

03
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No.

114

115

116

117

商標（見本）

商標

ＡＴＦ＋４

チルドレンソープ＼ＣＨＩＬＤＲＥ
Ｎ ＳＯＡＰ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

01,04

区分

【01】エンジントリートメント剤（化学品に属するものに限る。），エンジンオイル・ガソリン・
ディーゼル油・トランスミッションオイル・冷却装置用の化学添加剤
【04】自動変速機用オイル，工業用油，工業用グリース，潤滑油，エンジントリートメント剤
（化学品を除く。），エンジンオイル・ガソリン・ディーゼル油・トランスミッションオイル・冷却装
置用の添加剤（化学品を除く。）

03

【03】せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.21 意見書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.22 拒絶査定
2006.11.22 手続補足書
2006.12.21 認定･付加情報
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.22 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

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 2006.03.03 願書
用粉乳，人工受精用精液
2006.03.06 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.08 意見書
2006.11.08 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2006.11.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.19 手続補正書
2007.02.19 代理人選任届
2007.02.19 手続補足書
2007.06.12 登録料納付
［登録］
2007.05.28 登録査定書
2007.06.12 設定納付書
2007.07.03 登録証

通常:
2006-010661
標準

通常 2006-011923

バイタライズマッサージ＼ＶＩＴＡ
通常 2006-016949
ＬＩＺＥ ＭＡＳＳＡＧＥ

アミノモイスト

通常:
2006-019275
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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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.07.21 刊行物等提出書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.08.22 刊行物等提出による通知書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.18 意見書
2006.10.18 手続補足書
2006.11.16 代理人受任届
2006.11.16 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶査定
2007.03.07 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.10.26 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

2008/8/12
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,16

118

ケアパンツ

通常:
2006-021509
標準

01,29,30,31

119

元気根っこ＼げんきねっこ

通常 2006-021603

03
120

バランスチャージ乳液水＼ＢＡＬ
ＡＮＣＥ ＣＨＡＲＧＥ ＮＹＵＥＫＩ 通常 2006-023433
ＳＵＩ
05,10

121

ＹＯＵ ＣＡＮ ＣＯＵＮＴ ＯＮ Ｕ 優先:
2006-024921
Ｓ
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，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，衛生又は生理用パンティライナー，脱 ［審査］
2006.03.10 願書
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
2006.03.10 認定･付加情報
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
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
2006.11.27 拒絶査定
【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，
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，紙製乳幼児用使い捨ておしめ（パンツ式のものを含む。），紙製乳幼児
用使い捨てトレーニングパンツ，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，アルコールを含浸させてなるウェットティッ
シュペーパー，衛生手ふき，キッチンペーパー，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製
【01】化学品，培養微生物（医療用及び獣医科用のものを除く。），汚水浄化用微生物，生 【中間記録情報】
ゴミ分解用微生物，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 ［審査］
類，汚水浄化剤，土壌改良剤，微生物を用いてなる汚泥分解剤，生ゴミ処理用分解剤，微 2006.03.10 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
生物を用いてなる堆肥化促進剤，農作物成長促進剤，微生物を用いてなる油脂分解剤，
微生物を用いてなる悪臭除去剤，肥料
条1項11号を除く))
【29】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 2006.11.09 手続補正書
2006.11.09 意見書
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
2006.11.28 拒絶査定
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
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，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，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，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
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，海藻類，野菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，
【03】化粧品
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.08 意見書
2006.11.17 拒絶査定
【05】機械可読の識別コードをはめ込んだ外科用包帯，医療用油紙，衛生マスク，オブラー 【中間記録情報】
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 ［審査］
ティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド
2006.03.20 願書
【10】機械可読の識別コードをはめ込んだ医療用スポンジ・医療用タオル・外科用機器，医 2006.04.26 優先権証明書提出書
2006.05.26 認定･付加情報
療用機械器具
2006.05.26 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 期間延長請求書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,21,37

122

ＵＬＴＲＡ ＧＬＡＳＳ ＣＯＡＴＩＮＧ

通常:
2006-027796
標準

03

123

124

125

ＲＯＳＥ ＤＥ ＭＡＲＲＡＫＥＣＨ

ムクミトール

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｃａｒｅ＼コ
ミュニケーションケア

指定商品・役務

中間記録

【01】自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機などの塗装表面保護用コーティング剤，
ガラスコーティング剤，タイヤ・タイヤホイールのコーティング剤，その他の化学品
【21】自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機などの洗浄用の布，雑巾，はたき，モッ
プ，バケツ，洗車用スポンジ，ワックス掛け用スポンジ，洗車用ブラシ，洗車用手袋，清掃用
具
【37】自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機の洗浄作業の提供，自動車・オートバイ・
鉄道車両の車体のポリマー加工・撥水処理・ワックスがけ等のコーティング処理，船舶の船
体のポリマー加工・撥水処理・ワックスがけ等のコーティング処理，航空機の機体のポリ
マー加工・撥水処理・ワックスがけ等のコーティング処理，自動車・鉄道車両・船舶・航空機
の室内クリーニング，その他の自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機の清掃，自動
車・オートバイ・鉄道車両・船舶の洗浄処理・ワックスがけ・つや出し・コーティング処理・室
内クリーニングその他の自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機の清掃に関する情報
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.09.15 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))
2006.10.10 手続補正書
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.10 意見書
2006.11.02 拒絶査定

通常:
2006-028349
標準

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 2006.04.03 願書
用粉乳，人工受精用精液
2006.04.03 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.09 意見書
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定

03,10,21,44

【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］
2006.04.12 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，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，薫料，研磨 2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
2006.10.27 意見書
【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 2006.11.17 拒絶査定
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
【21】口腔用舌苔除去具，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，ガラス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。），陶磁製包装
用容器，ガラス製栓，ガラス製ふた，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，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，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

通常:
2006-029813
標準

通常 2006-033137

※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］
2006.03.30 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 意見書
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
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商標
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126

§えーっ＼ウソ＼便利！！

通常 2006-047816

05

127

温泉イオン

じんわーり

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.09.28 伺い書
2006.10.06 伺い回答書
2006.11.02 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))
2006.11.08 手続補正書
2006.11.08 意見書
2006.11.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.21 拒絶査定

分割 2006-065887

05

128

指定商品・役務
【03】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，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
【11】ヘアードライヤーその他の家庭用電熱用品，美容院用の機械器具（いすを除く。），家
庭用痩身用機械器具，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，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，化学物質を充てんした保
温保冷具，火鉢類
【21】電気式歯ブラシ，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），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，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリー
ナー，シューツリー，コッフェル，ブラシ用豚毛
【28】運動用具，スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛
玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダ
【05】薬剤

分割:
2006-069793
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］
2006.06.30 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.26 意見書
2006.11.02 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定
2008.01.16 登録料納付
2008.04.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.01.15 登録査定書
2008.01.16 設定納付書
2008.02.19 登録証

【05】薬剤，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，生理用ナプキン，脱脂綿，ばんそう 【中間記録情報】
［審査］
こう，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環
2006.07.26 願書
2006.08.09 認定･付加情報
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 意見書
2006.11.28 拒絶査定
2007.02.23 手続補正書
2007.07.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.06 登録料納付
2008.06.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.12 登録査定書
2008.03.06 設定納付書
2008.03.25 登録証
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