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No.

商標（見本）

1

2

3

4

商標

ｐｒｅｍｉｅｒ＼プレミア

秩父巡礼

ナノソイ・コロイド

Ｎａｎｏ Ｓｏｙ Ｃｏｌｌｏｉｄ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類，化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2003.06.02 願書
2003.06.03 認定･付加情報
2003.12.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2004.01.28 手続補正書
2004.01.28 意見書
2004.01.28 手続補足書
2004.01.28 代理人選任届
2004.02.04 認定･付加情報
2004.02.04 認定･付加情報
2004.03.09 認定･付加情報
2004.10.06 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.10.06 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
2005.12.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.22 拒絶査定
2007.04.04 手続補正書
2007.04.06 手続補足書
2007.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.12 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.06.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

04

【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろうそく

【中間記録情報】
［審査］
2003.09.18 願書
2003.09.18 認定･付加情報
2004.04.16 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))
2004.05.06 意見書
2004.05.18 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

01,03,05

【01】界面活性剤，化学剤
【03】せっけん類，化粧品，歯みがき
【05】薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.05 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.06.07 手続補正書(方式)
2005.07.06 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.22 意見書
2006.05.22 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定

01,03,05

【01】界面活性剤，化学剤
【03】せっけん類，化粧品，歯みがき
【05】薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.05 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.06.07 手続補正書(方式)
2005.07.06 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.22 意見書
2006.05.22 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定

通常 2003-045205

通常 2003-081235

通常 2005-029838

通常 2005-029839

※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.

商標（見本）

5

6

商標

５分ケア

ミルクセラミド

種別 出願番号

区分

※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 2005.04.07 願書
2005.04.07 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.28 意見書
2006.06.29 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
2007.04.23 手続補正書(方式)
2007.04.23 代理人選任届
2007.04.23 手続補足書
2008.01.21 登録料納付
［登録］
2007.12.25 登録査定書
2008.01.21 設定納付書
2008.02.05 登録証

05,29,30,32

【05】ビタミン剤，ミネラル剤，医療用栄養添加剤，食餌療法用食品調整剤，栄養補給剤， 【中間記録情報】
栄養補給飲用薬剤，医療用たんぱく性食品，その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オ ［審査］
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 2005.04.26 願書
2005.04.26 認定･付加情報
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，乳幼児用粉乳，先天性代謝異状症治療用 2005.11.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.02 職権訂正通知書(職権訂正)
粉ミルク（薬剤に属するものに限る。），牛乳アレルギー疾患用粉ミルク，乳幼児の離乳育
児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓子，乳 2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児用乳清 条1項11号を除く))
飲料，乳幼児の離乳育児用茶飲料，胃食道逆流予防用食餌療法用食品，せき止めあめ， 2006.01.05 代理人受任届
カゼイン或いはホエー等たんぱく質を主とした粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状・ 2006.01.06 手続補足書
ゼリー状・ゲル状・液状・チュアブル状・シロップ状・球状・スティック状・ビスケット状・ペース 2006.01.11 手続補正書
2006.01.11 意見書
ト状の食餌療法用食品，ミネラルを主原料とする食餌療法用食品，たんぱく質を主原料と
する食餌療法用食品，その他の食餌療法用食品，食餌療法用飲料，人工受精用精液
2006.01.13 手続補足書
【29】たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ 2006.02.14 認定･付加情報
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の 2006.02.14 認定･付加情報
加工食品，ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・ 2006.02.14 認定･付加情報
2006.02.14 認定･付加情報
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ミネラルを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ 2006.02.14 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
品，鉄・ラクトフェリンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液
状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加
工食品，アミノ酸を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ファットスプレッド，マーガリン，植物性脂肪からなるクリーム，ショートニング，ラー

通常:
2005-030712
標準

通常:
2005-037373
標準

指定商品・役務
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No.

商標（見本）

7

8

商標

ＣＰ Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ＼ＣＰコスメ
ティクス

種別 出願番号

区分

※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］
2005.08.08 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 2005.09.16 手続補正指令書(出願)
毛
2005.10.12 手続補正書(方式)
【44】美容，理容，入浴施設の提供，あんま・マッサージ及び指圧，美容院又は理髪店用の 2005.11.10 認定･付加情報
2005.11.22 刊行物等提出書
機械器具の貸与
2005.12.26 認定･付加情報
2006.01.06 刊行物等提出による通知書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.12 意見書
2006.04.12 手続補足書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.26 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.05 拒絶査定
2007.02.05 手続補正書
2007.04.09 手続補正書(方式)
2007.04.09 手続補足書
2008.03.26 登録料納付
2008.09.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.26 登録査定書
2008.03.26 設定納付書
2008.05.13 登録証

03,05,32,33

【03】白金コロイドを含む家庭用帯電防止剤，白金コロイドを含む家庭用脱脂剤，白金コロ
イドを含むさび除去剤，白金コロイドを含む染み抜きベンジン，白金コロイドを含む洗濯用
柔軟剤，白金コロイドを含む洗濯用漂白剤，白金コロイドを含むかつら装着用接着剤，白
金コロイドを含むつけまつ毛用接着剤，白金コロイドを含む洗濯用でん粉のり，白金コロイ
ドを含む洗濯用ふのり，白金コロイドを含む塗料用剥離剤，白金コロイドを含む靴クリー
ム，白金コロイドを含む靴墨，白金コロイドを含むつや出し剤，白金コロイドを含むせっけん
類，白金コロイドを含む歯磨き，白金コロイドを含む化粧品，白金コロイドを含む香料類，白
金コロイドを含む研磨紙，白金コロイドを含む研磨布，白金コロイドを含む研磨用砂，白金
コロイドを含む人造軽石，白金コロイドを含むつや出し紙，白金コロイドを含むつや出し布，
白金コロイドを含むつけづめ，白金コロイドを含むつけまつ毛
【05】白金コロイドを含む薬剤，白金コロイドを含む医療用油紙，白金コロイドを含む衛生マ
スク，白金コロイドを含むオブラート，白金コロイドを含むガーゼ，白金コロイドを含むカプセ
ル，白金コロイドを含む眼帯，白金コロイドを含む耳帯，白金コロイドを含む生理帯，白金コ
ロイドを含む生理用タンポン，白金コロイドを含む生理用ナプキン，白金コロイドを含む生理
用パンティ，白金コロイドを含む脱脂綿，白金コロイドを含むばんそうこう，白金コロイドを含
む包帯，白金コロイドを含む包帯液，白金コロイドを含む胸当てパッド，白金コロイドを含む
歯科用材料，白金コロイドを含む医療用腕環，白金コロイドを含む失禁用おしめ，白金コロ
イドを含むはえ取り紙，白金コロイドを含む防虫紙，白金コロイドを含む乳糖，白金コロイド
を含む乳児用粉乳，白金コロイドを含む人工受精用精液
【32】白金コロイドを含むビール，白金コロイドを含む清涼飲料，白金コロイドを含む果実飲
料，白金コロイドを含むビール製造用ホップエキス，白金コロイドを含む乳清飲料，白金コ
ロイドを含む飲料用野菜ジュース
【33】白金コロイドを含む日本酒，白金コロイドを含む洋酒，白金コロイドを含む果実酒，白

通常 2005-073643

プラチナパワー＼Ｐｌａｔｉｎｕｍ Ｐ
通常 2005-084569
ｏｗｅｒ

指定商品・役務

03,44
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 出願人名義変更届
2006.11.15 手続補足書
2006.12.11 手続補正書
2006.12.11 意見書
2006.12.11 手続補足書
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.14 認定･付加情報
2007.01.16 認定･付加情報
2007.01.24 拒絶査定
2007.05.07 手続補正書
2007.05.07 手続補足書
2008.07.23 登録料納付
［登録］
2008.07.09 登録査定書
2008.07.23 設定納付書
2008.08.19 登録証

2008/10/16
5／29

３条拒絶（化学）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

9

10

商標

オカラピューレ

ＷＨＩＴＥ ＆ ＳＨＩＮＥ

種別 出願番号

区分

※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】工業用粉類
【中間記録情報】
【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 ［審査］
2005.09.09 願書
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
2005.10.29 刊行物等提出書
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
2005.12.05 刊行物等提出による通知書
め物，豆，食用たんぱく，卵豆腐，おからを主原料としたゼリー状の加工食品，茶碗蒸し，
おからを原料としたつみれ，蓮根蒸し，厚焼き卵，伊達巻き卵，ハンバーグ，いわしのつみ 2006.04.24 拒絶理由通知書(その他(第4条1項11号を
除く))
いれ，白身魚のしんじょ，カレールー，牛乳，絹ごし豆腐，充填豆腐，木綿豆腐，寄せ豆
2006.04.24 手続補正指示書(審査官)
腐，おぼろ豆腐，おからを使用し冷凍した畜肉製品，厚揚げ・生揚げ・薄揚げ・いなり寿司
用の油揚げ・がんもどき・油揚げの生地，凍り豆腐の生地，厚揚げ，生揚げ，薄揚げ，いな 2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 意見書
り寿司用の油揚げ，がんもどき，湯葉，湯葉豆腐，ゲル状の食用大豆たんぱく，蒲鉾，竹
輪，揚げ蒲鉾，はんぺん，魚肉ソーセージ，水産練り製品，卵焼き，チーズ，ヨーグルト，食 2006.06.05 手続補足書
用ゼラチン，ハム，ソーセージ，畜肉製品，胡麻豆腐，マッシュポテト，ジャム，ところてん， 2006.06.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
牛乳を原料にした乳酸菌飲料，おからを含んだ肉団子，豆乳を使用したヨーグルト
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.20 物件提出命令書(審査部)
【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
2006.07.20 手続補正指示書(審査官)
（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 2006.08.28 手続補正書
2006.08.28 手続補足書
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
2006.08.28 意見書
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
2006.08.29 認定･付加情報
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
2006.08.29 認定･付加情報
用グルテン，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，蒸し 2006.09.04 手続補正指示書(審査官)
2006.09.27 認定･付加情報
パン，おからを原料とした羊羹，おからを原料とした水羊羹，白玉，おからを原料とした団
2006.09.28 手続補正書
子（菓子），おからを含んだしん粉の団子（菓子），おからを含んだもち粉の団子（菓子），
チーズケーキ，カスタードプリン，うどんのめん，素麺のめん，即席ラーメン，パスタ，生麩， 2006.09.29 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
焼き麩，ビスケット，シュークリーム，ババロア，蕎麦生地，チョコレート，グミキャンディー，
ういろう，煎餅，あられ，ケーキ，菓子生地，餅，杏仁豆腐，こんにゃく使用のゼリー菓子，メ 項16号)
レンゲ菓子
2006.12.15 意見書
【31】釣り用餌
2006.12.15 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，豆乳飲料，寒天ゼリー入り清涼 2007.01.09 拒絶査定
2007.03.01 手続補正書
2007.03.06 出願人名義変更届
2007.03.06 手続補足書
2007.04.05 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人受任届
2007.04.05 上申書
2007.05.16 手続補正書(方式)

03,05,10,21

【03】マウスウォッシュ（医療用のものを除く。），口内洗浄剤（医療用のものを除く。），口臭 【中間記録情報】
消臭剤（医療用のものを除く。），ジェル状の歯磨き，漂白成分を含む歯磨き，美白効果を ［審査］
有する歯磨き，その他の歯磨き，化粧落とし剤，その他の化粧品，せっけん類，香料類
2005.10.07 願書
【05】漂白用歯科用剤，歯科用剤，口腔用剤，口中清涼剤，医療用口腔洗浄液，歯科用
2005.12.27 優先権証明書提出書
チューインガム，歯科用トローチ，その他の薬剤，歯科用研磨剤，その他の歯科用材料
2006.02.02 認定･付加情報
【10】歯科用機械器具，歯科用使い捨てトレイ，その他の医療用機械器具
2006.02.02 認定･付加情報
【21】歯ブラシ，その他の化粧用具，ようじ，ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ブラシ，
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
洗浄用・洗顔用又は入浴用のスポンジ，スポンジ入れ
2006.08.02 意見書
2006.08.03 手続補足書
2006.09.07 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.06 手続補正書
2006.10.06 代理人受任届
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.30 手続補正指令書(中間書類)
2006.12.05 認定･付加情報
2006.12.07 上申書
2006.12.07 認定･付加情報
2007.01.25 拒絶査定

通常:
2005-084856
標準

優先:
2005-093971
標準

指定商品・役務

01,29,30,31,32
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,24,29,30,32

11

高麗人参葉緑茶入り

通常 2005-101893

03,05,10,21

12

ホワイト＆シャイン

通常:
2005-105687
標準

05

13

パワフルパッチ

指定商品・役務

【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 刊行物等提出による通知書
2006.05.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.25 意見書
2007.01.16 拒絶査定

【05】薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.07 手続補正書
2006.08.07 手続補足書
2006.08.07 意見書
2006.09.05 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定

通常 2005-106819

※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】高麗人参成分と茶成分が入ったせっけん類・高麗人参成分と茶成分が入った歯磨き・
高麗人参成分と茶成分が入った化粧品，高麗人参成分と茶成分が入った香料類，高麗人
参成分と茶成分が入った研磨布
【05】高麗人参成分と茶成分が入った入浴剤，高麗人参成分と茶成分が入った防臭剤，高
麗人参成分と茶成分が入った防腐剤，高麗人参成分と茶成分が入った消臭剤，高麗人参
成分と茶成分が入った防虫剤，高麗人参成分と茶成分が入った防虫紙
【24】高麗人参成分と茶成分を含有させた布団，高麗人参成分と茶成分を含有させた毛
布，高麗人参成分と茶成分を含有させた敷布，高麗人参成分と茶成分を含有させたまくら
カバー，高麗人参成分と茶成分を含有させたふきん，高麗人参成分と茶成分を含有させた
織物製トイレットシートカバー，高麗人参成分と茶成分を含有させたカーテン，高麗人参成
分と茶成分を含有させた遺体覆い，高麗人参成分と茶成分を含有させた黒白幕，高麗人
参成分と茶成分を含有させたビリヤードクロス，高麗人参成分と茶成分を含有させた布製
ラベル
【29】高麗人参成分と茶成分が入った食用油脂，高麗人参成分と茶成分が入った乳製品，
高麗人参成分と茶成分が入った肉製品，高麗人参成分と茶成分が入った加工水産物，高
麗人参成分と茶成分が入った加工野菜及び加工果実，高麗人参成分と茶成分が入った油
揚げ，高麗人参成分と茶成分が入った豆乳，高麗人参成分と茶成分が入ったこんにゃく，
高麗人参成分と茶成分が入った豆腐，高麗人参成分と茶成分が入った納豆，高麗人参成
分と茶成分が入ったカレー・シチュー又はスープのもと，高麗人参成分と茶成分が入ったふ
りかけ，高麗人参成分と茶成分が入ったなめ物，高麗人参成分と茶成分を主成分とする粒
状・粉状・錠剤状・カプセル状の加工食品
【30】高麗人参成分と茶成分が入った食品香料（精油のものを除く。），高麗人参成分と茶
成分が入ったコーヒー及びココア，高麗人参成分と茶成分が入った菓子及びパン，高麗人
参成分と茶成分が入った調味料，高麗人参成分と茶成分が入った香辛料，高麗人参成分
と茶成分が入ったアイスクリームのもと，高麗人参成分と茶成分が入った穀物の加工品，
高麗人参成分と茶成分が入ったぎょうざ，高麗人参成分と茶成分が入ったしゅうまい，高麗
【03】マウスウォッシュ（医療用のものを除く。），口内洗浄剤（医療用のものを除く。），口臭
消臭剤（医療用のものを除く。），ジェル状の歯磨き，漂白成分を含む歯磨き，美白効果を
有する歯磨き，その他の歯磨き，化粧落とし剤，その他の化粧品，せっけん類，香料類
【05】漂白用歯科用剤，歯科用剤，口腔用剤，口中清涼剤，医療用口腔洗浄液，歯科用
チューインガム，歯科用トローチ，その他の薬剤，歯科用研磨剤，その他の歯科用材料
【10】歯科用機械器具，歯科用使い捨てトレイ，その他の医療用機械器具
【21】歯ブラシ，その他の化粧用具，ようじ，ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），デンタル
フロス，ブラシ，洗浄用・洗顔用又は入浴用のスポンジ，スポンジ入れ

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.11.10 認定･付加情報
2006.06.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 意見書
2006.09.22 手続補足書
2006.10.06 代理人受任届
2006.11.30 認定･付加情報
2006.11.30 認定･付加情報
2006.11.30 認定･付加情報
2007.01.11 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,14,26,30,31,39

14

１１月２２日いい夫婦の日

通常:
2005-108861
標準

03,41,44

15

髪質再生ＩＣＵ

通常:
2005-110060
標準

01,03

16

ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ ＣＬＥＡＮＥＲ
＼エレクトロニッククリーナー

通常 2005-110605

※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］
2005.11.18 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 2005.12.27 手続補正指令書(出願)
毛
2006.01.26 手続補正書(方式)
2006.02.24 認定･付加情報
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶 条1項11号を除く))
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原 2006.08.07 手続補正書
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具 2006.08.07 意見書
【26】漁網製作用杼，メリヤス機械用編針，針類，被服用はとめ，テープ，リボン，編みレー 2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.07 認定･付加情報
ス生地，刺しゅうレース生地，房類，組みひも，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜
2007.01.17 拒絶査定
き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除く。），腕止め，衣服用き章（貴金属製のものを除
く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用ブローチ，帯留，
ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン類，造花，つけあ
ごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除
く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具
【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
【03】シャンプー，パーマネント用液，ヘアーリンス，その他の頭髪用化粧品
【中間記録情報】
【41】美容・理容に関する技芸又は知識の教授，美容・理容に関するセミナーの企画・運営 ［審査］
2005.11.10 願書
又は開催，美容・理容に関する電子出版物の提供，美容・理容に関する図書及び記録の
供覧，美容・理容に関する書籍の制作，美容・理容に関する教育用のビデオ制作（映画・放 2005.12.02 認定･付加情報
送番組・広告用のものを除く。），美容・理容に関する教育研修のための施設の提供
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸 号)
2006.08.09 手続補正書
与
2006.08.09 意見書
2007.01.19 拒絶査定
【01】製造工程用潤滑剤，製造工程用洗浄剤，燃料用化学添加剤（化学品に属するものに 【中間記録情報】
限る。），ティッシュペーパーに含浸させた眼鏡用曇り止め剤，その他の曇り止め剤，金属 ［審査］
2005.11.24 願書
防食用コーティング剤，自動車等の塗装表面保護用コーティング剤，エンジンオイル用添
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
加剤（化学品に属するものに限る。），自動車用バッテリー強化剤，自動車用バッテリーの
補充剤，燃料タンク内の水分除去剤，酸化防止剤，油膜取り剤，解氷剤，化学品，のり及 項16号)
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， 2006.08.04 意見書
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 2006.08.07 手続補足書
プラスチック，パルプ
2006.09.05 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， 2007.01.16 拒絶査定
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，油脂除去剤（製造工程用のものを除
く。），自動車用洗浄剤，眼鏡レンズ用洗浄剤，家庭用洗浄剤，せっけん類，歯磨き，化粧
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No.

17

18

19

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，香料類，化粧品，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.06.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.31 手続補正書
2006.07.31 意見書
2006.07.31 代理人受任届
2006.08.01 手続補足書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.29 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.04.06 手続補正書
2007.10.29 登録料納付
［登録］
2007.10.03 登録査定書
2007.10.29 設定納付書
2007.11.13 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］
2005.11.28 願書
2006.06.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.31 手続補正書
2006.07.31 意見書
2006.07.31 代理人受任届
2006.08.01 手続補足書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.04.06 手続補正書
2007.10.29 登録料納付
［登録］
2007.10.03 登録査定書
2007.10.29 設定納付書
2007.11.13 登録証

03,10,41,44

【03】歯磨き，化粧品，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，せっけん類，香料類，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み
抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，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，つけづめ，つけまつ
毛
【10】医療用機械器具
【41】歯科・医科医療に関する知識の教授，電子出版物の提供，図書・記録及び資料の供
覧，出版物の企画・編集・制作，セミナーの企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番
組・広告用のものを除く。）
【44】歯科口腔外科・矯正歯科・その他の歯科医業，医業，医療情報の提供，健康診断，調
剤，インターネットを利用した医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤に関する情
報の提供，医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤に関する助言及びコンサル
ティング，歯科治療を通じて達成される健康増進についての指導，健康管理に関する助言
及びコンサルティング，歯の漂白，美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び
指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医療用機械器具の貸与，美容院用又
は理髪店用の機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.06.30 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))
2006.08.08 手続補正書
2006.08.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.08 意見書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.05 拒絶査定
2007.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.13 登録料納付
［登録］
2008.02.08 登録査定書
2008.02.13 設定納付書
2008.03.11 登録証

グロス ラディアンス＼ｇｌｏｓｓ ｒ
通常 2005-111228
ａｄｉａｎｃｅ

ネール ラディアンス＼ｎａｉｌ ｒａ
通常 2005-111229
ｄｉａｎｃｅ

オバセラ

通常 2005-115121

※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.

20

21

22

23

商標（見本）

商標

フォーミュラ＼Ｆｏｒｍｕｌａ

ＡＬＯＥＳＩＬＫ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

01,03

区分

【01】化学品，製造工程用洗浄剤（家庭用のもの及び医療用のものを除く。），バクテリア調
整剤（医療用のもの及び獣医科用のものを除く。），スケール除去剤（家庭用のものを除
く。），漂白剤（洗濯用のものを除く。）
【03】自動食器洗浄機用洗浄剤・殺菌効果を有する洗浄剤及びその他の洗浄剤（製造工程
用及び医療用のものを除く。），その他のせっけん類，洗濯用漂白剤，洗濯用柔軟剤，染み
抜きベンジン，さび除去剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，つや出し
剤，床用つや出し剤用剥離剤，消臭芳香剤及びその他の香料類，化粧品，歯磨き

05

【05】生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，生理帯

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2006.05.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.29 刊行物等提出書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.07.14 刊行物等提出による通知書
2006.07.19 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.26 拒絶査定
2007.09.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 意見書
2006.10.23 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
2008.03.05 登録料納付
［登録］
2008.02.06 登録査定書
2008.03.05 設定納付書
2008.04.08 登録証

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］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.05.30 優先権証明請求書
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.21 意見書
2006.08.21 代理人受任届
2006.08.21 手続補足書
2006.08.22 認定･付加情報
2006.08.22 認定･付加情報
2006.09.19 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.02.02 手続補足書
2008.01.09 登録料納付
［登録］
2007.12.12 登録査定書
2008.01.09 設定納付書
2008.02.12 登録通知書

03

【03】油性化粧品，油性せっけん類，エッセンシャルオイル

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 手続補正書
2006.09.15 意見書
2007.01.12 拒絶査定

通常 2005-116792

通常:
2005-117270
標準

ＰＨＹＴＯＥＮＥＲＧＹ＼フィトエナ
通常 2005-119094
ジー

ディープクリスタリンオイル＼Ｄ
通常 2005-119128
ＥＥＰ ＣＲＹＳＴＡＬＬＩＮＥ ＯＩＬ

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

24

25

26

27

商標（見本）

商標

立体商標

ＯＸＹＳＯＬＵＴＩＯＮＳ

種別 出願番号

区分

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 2005.12.22 願書
2005.12.26 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 意見書
2006.09.05 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

03,10

【03】顔及び身体用クリーム，顔及び身体用ローション，顔及び身体用乳液，美顔用パッ
ク，ボディケアー用化粧品，香水類，クリーム，ローション，乳液，ヘアークリーム，ヘアー
ローション，その他の化粧品，シャンプー，その他のせっけん類，歯磨き，精油，その他の
香料類
【10】美容マッサージ器，医療用マッサージ器

03,21

【03】化粧品（医療用のものを除く。），歯磨き，マウスウォッシュ（医療用のものを除く。），口 【中間記録情報】
臭消臭剤（医療用のものを除く。），せっけん類
［審査］
2005.12.27 願書
【21】歯ブラシ，その他の化粧用具，ようじ，デンタルフロス
2006.06.16 認定･付加情報
2006.08.10 代理人受任届
2006.08.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.04 認定･付加情報
2007.01.25 拒絶査定

通常:
2005-120728
立体

通常:
2005-120758
標準

通常 2005-121920

※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

ＨＯＷ ＷＥＬＬ ＤＯ ＹＯＵ＼Ｗ
通常 2005-120857
ＡＮＴ ＴＯ ＬＩＶＥ？

Ｃｌｅａｎ＆Ｗｈｉｔｅ

指定商品・役務

05

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.04 意見書
2006.09.04 手続補足書
2006.10.04 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.05 手続補正書
2007.04.05 手続補足書
2007.10.26 登録料納付
［登録］
2007.10.23 登録査定書
2007.10.26 設定納付書
2007.11.13 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.07.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.19 期間延長請求書
2007.01.10 拒絶査定
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３条拒絶（化学）２００７．０１.xls
No.

28

29

30

31

商標（見本）

商標

牛乳肌の素

ポリマーガード

摘みたてハーブ

３６５＼サンロクゴ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.14 意見書
2006.08.15 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.03.14 手続補正書(方式)
2007.04.04 手続補正書(方式)
2007.04.04 手続補足書
2007.11.13 登録料納付
2008.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.11.06 登録査定書
2007.11.13 設定納付書
2007.12.04 登録証

01,03,06,11,37,41

【01】ポリマーを用いたコーティング剤
【03】ポリマーを用いて撥水効果を有するコーティング剤
【06】ポリマーを用いた建築用又は構築用の金属製専用材料
【11】ポリマーを用いた便所ユニット，ポリマーを用いた浴室ユニット
【37】ポリマーを用いた塗装工事
【41】ポリマーを用いた塗装工事の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.17 意見書
2007.01.12 拒絶査定
2007.03.20 手続補正書
2008.02.26 登録料納付
［登録］
2008.01.11 登録査定書
2008.02.26 設定納付書
2008.03.25 登録証

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］
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 2006.01.13 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
毛
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

03,05

【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］
2006.01.18 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 2006.01.19 認定･付加情報
離剤
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【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 号)
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 2006.08.29 手続補正書
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 2006.08.29 認定･付加情報
2006.08.29 意見書
液，防虫紙，胸当てパッド
2006.08.29 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.05.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.16 登録料納付
［登録］
2007.09.19 登録査定書
2007.10.16 設定納付書
2007.11.13 登録証

通常:
2005-121927
標準

通常 2005-121935

通常:
2006-001878
標準

通常 2006-003246

※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.

32

33

34

35

36

37

商標（見本）

商標

注入トリートメント

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］
2006.01.19 願書
2006.07.04 刊行物等提出書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.02 刊行物等提出による通知書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.09 拒絶査定

03

【03】スキンローション，その他の化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.07.04 刊行物等提出書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.07 刊行物等提出による通知書
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.09 拒絶査定

03

【03】化粧品，香料類，せっけん類，歯みがき

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.06.28 刊行物等提出書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.18 刊行物等提出による通知書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

05

【05】もぐさ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.20 意見書
2006.09.20 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

05

【05】もぐさ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.20 意見書
2006.09.20 認定･付加情報
2007.01.05 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］
2006.01.30 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

通常 2006-003293

ＰＯＲＥ ＲＥＦＲＥＳＨＥＲ＼ポア
通常 2006-003567
リフレッシャー

クコ

伊吹山陳熟艾

江州伊吹山清葉艾

アロマレメディーズ

通常 2006-003932

通常:
2006-005716
標準

通常:
2006-005717
標準

通常:
2006-006587
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.

38

39

40

商標（見本）

商標

岩盤ボール

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】鉱石を用いた入浴剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.08.21 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))
2006.08.28 手続補正書
2006.08.28 意見書
2006.08.29 認定･付加情報
2006.08.29 認定･付加情報
2007.01.16 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］
2006.02.08 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)
2006.09.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.02 手続補正書
2006.10.02 意見書
2006.10.02 代理人受任届
2006.10.06 認定･付加情報
2006.10.06 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.04.02 手続補正書(方式)
2007.10.29 登録料納付
2008.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.03 登録査定書
2007.10.29 設定納付書
2007.11.13 登録証

03,05

【03】浴用化粧品，おしろい，化粧水，クリーム，紅，頭髪用化粧品，香水類，その他の化粧 【中間記録情報】
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， ［審査］
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 2006.02.08 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，植物性天然香 2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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，研磨紙，研磨 項16号)
布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2006.10.18 意見書
2007.01.19 拒絶査定
【05】入浴剤，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 2007.12.13 登録料納付
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 ［登録］
虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
2007.12.05 登録査定書
2007.12.13 設定納付書
2008.01.29 登録証

通常:
2006-010141
標準

クリスタライジングセラム＼ＣＲ
通常 2006-010163
ＹＳＴＡＬＬＩＺＩＮＧ ＳＥＲＵＭ

温痩浴

通常:
2006-010177
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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３条拒絶（化学）２００７．０１.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

03,14,16,21,28,29,3 【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】
0,33,40,41,43,44,45 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］

41

エンジェルロード

通常 2006-012462

03

42

43

44

美肌回帰

通常 2006-013195

ＰＲＯ－ＣＡＬＣＩＵＭ

通常:
2006-015276
標準

トムスクチャーガ

通常:
2006-016600
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。

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
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【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，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【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
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
【03】せっけん，せっけん類，歯磨き，おしろい，化粧水，乳液，美容液，パック，クリーム，
紅，頭髪用化粧品，香水類，その他の化粧品，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，香料類，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，つやだし剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけ
づめ，つけまつ毛

2006.02.14 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.02 意見書
2006.10.04 手続補足書
2006.11.02 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.07.21 刊行物等提出書
2006.08.17 認定･付加情報
2006.09.08 刊行物等提出による通知書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.12 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

03,29,32

【03】せっけん類，化粧品
【中間記録情報】
【29】カバノアナタケを主原料とする粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状・液体状の加工食品 ［審査］
【32】カバノアナタケを加味した清涼飲料
2006.02.13 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.29 拒絶査定
2007.10.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（化学）２００７．０１.xls
No.

45

46

47

48

商標（見本）

商標

ウィルスガード

オリジナルコスメ

かおこり

苗から畑

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，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

03

【03】せっけん類，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる 【中間記録情報】
［審査］
食品香料，薫料，化粧品，歯磨き
2006.03.01 願書
2006.03.02 手続補足書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.04.06 認定･付加情報
2006.07.21 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
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 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］
2006.03.02 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，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 2006.09.20 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， 2006.10.30 意見書
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， 2007.01.31 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 2007.04.24 手続補正書
2007.11.19 登録料納付
用粉乳，人工受精用精液
［登録］
2007.10.25 登録査定書
2007.11.19 設定納付書
2007.12.11 登録証

01

【01】肥料

通常:
2006-016788
標準

通常:
2006-017697
標準

通常:
2006-018447
標準

通常:
2006-020027
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］
2006.02.27 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.23 上申書
2006.10.24 認定･付加情報
2006.11.27 上申書
2006.11.28 認定･付加情報
2006.12.20 意見書
2006.12.20 手続補足書
2006.12.20 認定･付加情報
2007.01.25 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶査定
2007.04.04 手続補正書
2007.04.04 手続補足書
2007.11.19 登録料納付
2008.03.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.06.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.22 登録査定書
2007.11.19 設定納付書
2007.12.04 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 拒絶査定
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No.

49

50

51

52

53

54

55

56

商標（見本）

商標

苗から畑くん

フィッシュマイルド

種別 出願番号

ＧＬグルー

通常:
2006-021525
標準

01,30

【01】化学品，工業用粉類
【30】家庭用食肉軟化剤，食品香料（精油のものを除く），調味料，香辛料，食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.09.29 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))
2007.01.05 拒絶査定

03

【03】せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.10.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.17 拒絶査定

01,19

【01】発泡スチロール用接着剤，建築用又は建材用接着剤
【19】合成建築専用材料，セメント及びその製品，木材

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

01,31

【01】クロレラの成分を含む植物成長調整剤類，クロレラの成分を含む肥料
【中間記録情報】
【31】クロレラの成分を含むペットフード，クロレラの成分を含むその他の飼料，獣類・魚類 ［審査］
2006.03.13 願書
（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），食用魚介類（生きてい
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
るものに限る。）
項16号)
2006.11.21 意見書
2007.01.19 拒絶査定

05

【05】薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 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)
2007.01.19 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］
2006.03.14 願書
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.17 拒絶査定

01,11

【01】非金属鉱物，天然活性ミネラル鉱石，マイナスイオンを発生するミネラル鉱石，天然鉱
石を用いた浴槽用磁気又は遠赤外線発生剤，天然活性ミネラル鉱石を主成分とした電磁
波防御効果を有する化学剤，天然活性ミネラル鉱石入り浴槽用湯質改良剤
【11】家庭用活水器，家庭用浄水器，業務用活水器，業務用浄水器，遠赤外線を利用した
家庭用活水器，遠赤外線を利用した業務用活水器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.09 拒絶査定

通常:
2006-022070
標準

通常 2006-022346

ＥＸＰＲＥＳＳ ＷＲＩＮＫＬＥ ＴＲＥ
ＡＴＭＥＮＴ ＥＹＥ ＭＡＳＫ＼エ
通常 2006-022572
キスプレスリンクルトリートメント
アイマスク

きららの石

通常:
2006-022855
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 拒絶査定

通常:
2006-020881
標準

通常 2006-021197

ユーティリティー＼ＵＴＩＬＩＴＹ

指定商品・役務
【01】肥料

通常:
2006-020028
標準

カケラ＼ｋａｋｅｒａ

クロレラジェル

区分
01
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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

【05】食欲抑制剤及びその他の薬剤，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
【10】ダイエット用空気調整装置及びその他の医療用機械器具，おしゃぶり，氷まくら，三角
きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ
乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料
（歯科用のものを除く。），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
【03】爪装飾用シール，つけづめ装飾用シール，ネイルアート用ビーズ，ネイルアート用ホイ
ル・ネイルアート用ホログラム・ネイルカラー用カラー箔・ネイルカラー用ラメ，つけづめ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.10.10 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))
2006.12.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.23 拒絶査定

01

【01】ポリグルタミン酸

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

01

【01】ポリグルタミン酸

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

01

【01】ポリグルタミン酸

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

05,10

57

スッキリスリム

通常:
2006-023154
標準

03

58

59

60

61

フイルムネイルマネキュア

ＰＧＡフード

ＰＧＡコスメ

ＰＧＡエコ

通常:
2006-023273
標準

通常:
2006-023274
標準

通常:
2006-023275
標準

通常:
2006-023276
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］
2006.03.15 願書
2006.09.19 刊行物等提出書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.20 刊行物等提出による通知書
2006.10.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.23 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.11.07 上申書
2006.11.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 手続補正書
2006.12.22 意見書
2007.01.10 拒絶査定

2008/10/16
18／29

３条拒絶（化学）２００７．０１.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

01,29,30,31,32,33,3 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥 【中間記録情報】
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 ［審査］
9,40

62

§ｆｏｏｄ＆ｆｅｅｄ

通常 2006-023922

01
63

64

65

ホルミシスセラミック

アロマタオルコロン

うるおいミスト

通常 2006-024002

料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
2006.03.06 願書
【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 2006.03.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
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
2006.09.27 職権訂正履歴(職権訂正)
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
2006.10.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
【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
2007.01.12 拒絶査定
（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，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶に
よる輸送，航空機による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越し
の代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行
【01】波動の高いエネルギーのある１１種類の鉱石を絶妙なバランスで配合し、微弱な放射 【中間記録情報】
［審査］
線・遠赤外線・マイナスイオンを放射してホルミシス機能をもつセラミック
2006.03.03 願書
2006.09.22 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))
2007.01.05 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］
2006.03.17 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 2006.03.17 認定･付加情報
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2007.01.16 拒絶査定
2008.07.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

03

【03】洗口液，歯磨き

通常:
2006-024311
標準

通常:
2006-024369
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］
2006.03.17 願書
2006.09.14 刊行物等提出書
2006.10.13 認定･付加情報
2006.10.18 刊行物等提出による通知書
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.20 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.11.22 手続補正書
2006.11.22 代理人受任届
2006.11.22 意見書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.29 認定･付加情報
2007.01.31 拒絶査定

2008/10/16
19／29

３条拒絶（化学）２００７．０１.xls
No.

66

67

68

69

70

71

商標（見本）

商標

Ｈｅａｌ Ｈｅｅｌ＼ヒールヒール

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【03】化粧品，せっけん類，香料類，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］
2006.03.06 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，つや出し紙，つや
出し布，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し剤，靴クリーム，靴墨，塗料用剥 2006.04.05 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
離剤
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

03

【03】美容液

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 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)
2006.11.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.26 拒絶査定

02

【02】塗料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.03.28 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)
2007.01.26 拒絶査定

03,05

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］
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
2006.03.24 願書
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2006.03.24 認定･付加情報
毛
2006.10.13 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， 2007.01.26 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
【03】せっけん類，化粧品
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.09.19 刊行物等提出書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.20 刊行物等提出による通知書
2007.01.05 拒絶査定

03

【03】化粧品

通常 2006-025027

ナノイージーエフ＼ＮＡＮＯＥＧＦ 通常 2006-025035

ロハスコート

ポプリから自然な香り

もちッ

ＣＲ エステＮＯ．１

通常:
2006-025145
標準

通常:
2006-026314
標準

通常:
2006-026605
標準

通常 2006-026632

※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］
2006.03.10 願書
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.04.25 上申書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（化学）２００７．０１.xls
No.

72

73

74

75

商標（見本）

商標

セパレートキープ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.03.27 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)
2006.11.20 上申書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.20 意見書
2007.01.26 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］
2006.03.27 願書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.10.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.29 拒絶査定

03

【03】洗濯用スポンジに含浸する洗濯用洗浄剤，清掃用スポンジに含浸する清掃用洗浄
剤，その他のせっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.03.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 認定･付加情報
2006.04.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.03 手続補正書
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 意見書
2006.05.30 手続補足書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.11.07 手続補正書
2007.01.15 拒絶査定
2008.03.31 出願却下処分書(登録)

03

【03】家具用及び床用のつや出し剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.22 拒絶査定

通常 2006-027039

シャイニングラスター＼ＳＨＩＮＩＮ
通常 2006-027066
Ｇ ＬＵＳＴＥＲ

洗浄キューブ

ＵＶ ＡＱＵＡ ＣＯＡＴＩＮＧ

中間記録

03

分割:
2006-027417
標準

通常:
2006-027638
標準

【中間記録情報】
01,06,11,19,20,37,4 【01】のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製金具，金 ［審査］
2

76

ゴミナシ＼５３７４

通常 2006-028290

※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。

属製のきゃたつ及びはしご，金属製建具
【11】便所ユニット，浴室ユニット，床暖房装置，加熱器，調理台，流し台，浴槽類
【19】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，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，
建造物組み立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，石材，建築
用ガラス，建具（金属製のものを除く。），鉱物性基礎材料
【20】きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），洗面化粧台，その他の家具
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，火災報知機の修
理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修
理又は保守，家具の修理，錠前の取付け又は修理，加熱器の修理又は保守，浴槽類の修
理又は保守
【42】建築物の設計，測量，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する
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2006.03.29 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.20 意見書
2006.12.20 認定･付加情報
2006.12.20 代理人受任届
2007.01.26 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（化学）２００７．０１.xls
No.

77

78

79

80

81

82

商標（見本）

商標

ささのせい

ＡＦＴＥＲ ＳＷＩＭ ＬＯＴＩＯＮ

￠Ｍｅｄｉｃｉｎａｌｅ

ＬＯＮＧ‐ＥＹＥＬＡＳＨ

ＬＯＮＧ‐ＭＡＴＳＵＧＥ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】入浴剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.23 拒絶査定

03

【03】化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.10.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.18 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

03

【03】つけまつ毛，つけまつ毛用接着剤，まつ毛用化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.04.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.20 刊行物等提出書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 刊行物等提出による通知書
2007.01.26 拒絶査定

03

【03】つけまつ毛，つけまつ毛用接着剤，まつ毛用化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.04.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.20 刊行物等提出書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 刊行物等提出による通知書
2007.01.26 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］
2006.04.03 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 2006.04.03 認定･付加情報
2006.09.19 刊行物等提出書
毛
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.24 刊行物等提出による通知書
2006.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.25 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.16 拒絶査定

通常:
2006-028487
標準

通常:
2006-028613
標準

通常 2006-028661

通常 2006-029299

通常 2006-029300

アクネクリーン＼ＡＣＮＥＣＬＥＡ
通常 2006-029621
Ｎ

※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.

83

84

85

86

87

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

ニョウリョウコウ

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］
2006.04.03 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 2006.04.03 認定･付加情報
2006.09.19 刊行物等提出書
毛
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.24 刊行物等提出による通知書
2006.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.16 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 2006.04.03 願書
2006.04.03 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.27 意見書
2006.12.28 認定･付加情報
2007.01.12 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］
2006.04.03 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
2006.09.20 刊行物等提出書
2006.10.18 刊行物等提出による通知書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.26 拒絶査定

03

【03】化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.09.20 刊行物等提出書
2006.10.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.18 刊行物等提出による通知書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.23 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.12.15 意見書
2007.01.31 拒絶査定
2008.06.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-029623

通常:
2006-029816
標準

ＡＣコントロールオイル＼ＡＣ－
通常 2006-029886
ＣＯＮＴＲＯＬ ＯＩＬ

ポアレス

通常:
2006-030213
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］
2006.04.03 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 2006.04.03 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2007.01.16 拒絶査定

アクネセラピー＼ＡＣＮＥＴＨＥＲ
通常 2006-029622
ＡＰＹ

アクネレス＼ＡＣＮＥＬＥＳＳ

指定商品・役務
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No.

88

89

90

91

92

商標（見本）

商標

Ｂｅ－１

手きれい

株式会社エビハラ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.09.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

05

【05】薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.05 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

02

【02】塗料，染料，顔料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

03

【03】クリーム状・ジェル状・乳液状化粧品，その他の化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

03,05,11

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.04.06 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
2006.04.06 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
2006.10.20 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， 2007.01.26 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
【01】もみ殻の炭化物を用いてなる調湿剤，もみ殻の炭化物を用いてなる空気清浄・浄化 【中間記録情報】
剤，もみ殻の炭化物を用いてなる吸着剤，もみ殻の炭化物を用いてなる消臭剤，もみ殻の ［審査］
炭化物を用いてなる水質改良剤，もみ殻の炭化物を用いてなる土壌改良剤及び天然肥料 2006.03.24 願書
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.04.24 手続補正書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.10.20 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))
2007.01.26 拒絶査定

通常:
2006-030478
標準

通常:
2006-030517
標準

通常:
2006-030984
標準

ストーンセラピー＼ＳＴＯＮＥ Ｔ
通常 2006-030995
ＨＥＲＡＰＹ

フルーツキャンディ＼Ｆｒｕｉｔｓ＼
通常 2006-031358
Ｃａｎｄｙ

禾炭

通常:
2006-031556
標準

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

中間記録

【01】有機肥料，天然肥料

01

93

指定商品・役務

01
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No.

94

95

96

97

98

99

商標（見本）

商標

さっぱりキープ

モイストライム

ビロード

エアリーパウダー

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，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 上申書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.20 意見書
2006.12.20 認定･付加情報
2006.12.20 手続補足書
2007.01.25 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶査定

01

【01】消石灰

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.30 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］
2006.04.11 願書
2006.09.20 刊行物等提出書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.19 刊行物等提出による通知書
2006.10.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.16 代理人受任届
2007.01.23 拒絶査定

01

【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.04.11 願書
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
2006.04.11 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 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］
2006.04.11 願書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.09.20 刊行物等提出書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.23 刊行物等提出による通知書
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.29 拒絶査定
2007.02.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.06.17 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，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.29 拒絶査定

通常:
2006-031821
標準

通常:
2006-031851
標準

通常:
2006-032900
標準

通常:
2006-032912
標準

ポア クラリファイング＼ＰＯＲＥ
通常 2006-032957
ＣＬＡＲＩＦＹＩＮＧ

スーペリアキープ＼ＳＵＰＥＲＩＯ
通常 2006-032958
Ｒ ＫＥＥＰ

※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.

100

101

102

103

104

105

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］
2006.04.11 願書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.29 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］
2006.04.11 願書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.29 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 2006.04.13 願書
2006.04.13 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.23 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 意見書
2007.01.12 拒絶査定
2007.04.11 手続補正書
2007.11.12 登録料納付
［登録］
2007.10.22 登録査定書
2007.11.12 設定納付書
2007.12.11 登録通知書

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 刊行物等提出書
2006.11.29 刊行物等提出による通知書
2006.11.29 認定･付加情報
2007.01.26 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］
2006.04.14 願書
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 刊行物等提出書
2006.11.24 刊行物等提出による通知書
2006.11.24 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定
2008.07.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

スーペリアフル＼ＳＵＰＥＲＩＯＲ
通常 2006-032959
ＦＵＬＬ

リアルキープ＼ＲＥＡＬ ＫＥＥＰ 通常 2006-032961

緑茶パワー＼緑茶の力

スパイシーワイルド＼ＳＰＩＣＹ
ＷＩＬＤ

通常 2006-033860

通常 2006-033950

ペンシルグロス＼ＰＥＮＣＩＬ ＧＬ
通常 2006-034535
ＯＳＳ

スリムリキッドアイライナー＼Ｓ
通常 2006-034542
ＬＩＭ ＬＩＱＵＩＤ ＥＹＥＬＩＮＥＲ

※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.

106

107

108

109

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 刊行物等提出書
2006.11.22 認定･付加情報
2006.11.24 刊行物等提出による通知書
2007.01.26 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］
2006.04.14 願書
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 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］
2006.04.14 願書
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 刊行物等提出書
2006.11.29 刊行物等提出による通知書
2006.11.29 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定

01,03

【01】植物成長調整剤類，肥料，消臭および殺菌効果を有する肥料，解毒効果を有する肥 【中間記録情報】
料，洗浄効果を有する肥料
［審査］
2006.04.17 願書
【03】化粧品，消臭効果を有する香料類，その他の香料類
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.26 拒絶査定
【01】植物成長調整剤類，肥料
【中間記録情報】
【40】廃棄物の再生
［審査］
2006.04.04 願書
【44】肥料の散布
2006.10.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

セパレート＆カールマスカラ＼Ｓ
ＥＰＡＲＡＴＥ ＆ ＣＵＲＬ ＭＡＳ 通常 2006-034546
ＣＡＲＡ

つやブラック

目もとぱっちり系

ノメール

111

112

粒状ライム

Ｒｏｓａ 蓼科

メタルクリーナー

通常 2006-034559

通常 2006-034561

通常:
2006-035189
標準

通常:
2006-035347
標準
03

【03】化粧品，石鹸類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.10.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.26 拒絶査定

01

【01】金属表面処理剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 手続補正書
2006.11.10 意見書
2006.12.19 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

通常 2006-036275

通常:
2006-036796
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

01,40,44
110

指定商品・役務
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113

114

商標（見本）

商標

木苺の香り

Ｍシリーズ

種別 出願番号

区分

Ｈシリーズ

03,16,21

【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］
2006.04.28 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2006.04.28 認定･付加情報
毛
2006.05.01 手続補足書
2006.06.05 認定･付加情報
【16】旅館やホテル用プラスチック製洗浄済みコップ包装袋，旅館やホテル用プラスチック
製洗浄済みタオル封緘帯，旅館やホテル用プラスチック製洗濯物収納袋，事務用又は家
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.11.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
2007.01.12 拒絶査定
印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵
便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，
紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラ
スチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びそ
の附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，
荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書
画，写真，写真立て
【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
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
【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
2006.04.28 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 2006.04.28 認定･付加情報
毛
2006.05.01 手続補足書
【16】旅館やホテル用プラスチック製洗浄済みコップ包装袋，旅館やホテル用プラスチック
2006.06.05 認定･付加情報
製洗浄済みタオル封緘帯，旅館やホテル用プラスチック製洗濯物収納袋，事務用又は家
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2007.01.12 拒絶査定
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，
紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラ
スチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びそ
の附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，
荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書
画，写真，写真立て
【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
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

通常 2006-038516

通常:
2006-039639
標準

通常:
2006-039640
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，歯磨き

03,16,21

115

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.29 拒絶査定
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116

117

118

119

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き

03

【03】酸性洗浄剤（製造工程用のもの及び医療用のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.19 手続補正書
2006.12.19 意見書
2007.01.16 拒絶査定

05,25,30,35

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳児用粉
乳，人工受精用精液，乳糖
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ショール，スカーフ，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，耳覆
い，ナイトキャップ，帽子，ガーター，靴下止め，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【30】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，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，サンドウイッチ，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
【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，
商品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，新聞の予約購読の取次ぎ，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械器具の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の
【03】化粧品，せっけん類，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.05.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 意見書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

リフレッシングセラム＼ＲＥＦＲＥ
通常 2006-041264
ＳＨＩＮＧ ＳＥＲＵＭ

フェースマスククリーム＼ＦＡＣＥ
通常 2006-041265
ＭＡＳＫ ＣＲＥＡＭ

ＡＣＩＤ３Ｘ＼アシッド３Ｘ

ブルーベリープラス

モイストハニー

通常 2006-043581

通常 2006-044782

通常:
2006-045041
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，歯磨き

03

120

指定商品・役務

03
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.02 刊行物等提出書
2006.12.01 認定･付加情報
2006.12.04 刊行物等提出による通知書
2007.01.30 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.02 刊行物等提出書
2006.12.04 刊行物等提出による通知書
2006.12.04 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.27 意見書
2007.01.12 拒絶査定
2007.03.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/10/16
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121

122

商標（見本）

商標

プライマーコート

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【02】ワックスの密着用のための下地塗料

03,09,14,20,21,26

【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］
2006.06.07 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 2006.10.20 職権訂正履歴(職権訂正)
毛
2006.10.23 職権訂正通知書(職権訂正)
【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
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
2007.01.23 拒絶査定
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，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路ＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保
護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器
用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，ス
ライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電

通常:
2006-047132
標準

￠ＭＡＲＣＨＥ ＡＵＸ ＰＵＣＥＳ 通常 2006-056965

※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］
2006.05.23 願書
2006.05.24 物件提出書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.20 認定･付加情報
2006.12.01 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))
2006.12.04 手続補正書
2006.12.04 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

