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No.

商標（見本）

1

2

商標

ＢＥＡＵＴＹＬＩＧＨＴ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

03,09,20,21

区分

【03】アフターシェーブ用剤，コロン，オードパルファム，オーデトワレ，精油，芳香料入りボ
ディクリーム，芳香料入りボディローション，芳香料入りジェル状化粧品，香水，その他の香
水類，口紅，リップライナー，リップグロス，メイキャップ用ファンデーション，固形おしろい，
粉おしろい，その他のおしろい，アイシャドウ，アイライナー，毛髪・まゆ毛・まつ毛用染毛
剤，マスカラ，コンシーラー，ほお紅，ブロンザー，化粧用ペンシル，つけまつ毛，つけまつ
毛用接着剤，ネイルエナメル，ネイルエナメル除去液，発汗抑制用化粧品，消臭効果を有
する化粧品，バスオイル，バス用ボディパウダー，バスソルト，バス用ジェル状化粧品，シャ
ワー用ジェル状化粧品，ボディクレンザー，ボディクリーム，皮膚の老化脂質剥離用のスク
ラブ剤を配合したボディ用洗浄剤，ボディローション，ボディソープ，ボディオイル，ボディパ
ウダー，スクラブ剤を配合してなるボディ用化粧品，ボディ用モイスチャライザー，クレンジ
ングローション，クレンジングクリーム，皮膚の老化脂質剥離用化粧品，ハンドクリーム，
シェービングフォーム，シェービング用クリーム，プレシェービングローション，ジェル状
シェービング用剤，化粧用クレンジングジェル，アイクリーム，ジェル状アイメイク用化粧品，
アイメイキャップリムーバー，フェイスクリーム，ジェル状洗顔料，洗顔ローション，顔のパッ
ク用化粧料，洗顔クレンザー，顔面用乳液，皮膚の老化脂質剥離用のスクラブ剤を配合し
た顔面用洗浄剤，顔面用化粧落とし用化粧品，顔面用モイスチャライザー，洗顔後でメイ
キャップの前に用いる化粧液，メイキャップ除去に使用する小型タオルに染み込ませた液
状顔面用クレンザー，しわ防止用クリーム・ローション・ジェル状化粧品，多過ぎる油分を除
去するための顔面用非薬用化粧品，非薬用皮膚保護用化粧品，皮膚の手入れ用のクリー
ム状・液状・ジェル状化粧品（医療用のものを除く。），ソルトからなるスクラブ剤を配合して
なる化粧品，日焼けした皮膚にみせるためのスキンクリーム・スキンローション・ジェル状化
粧品，たるんだ皮膚を引き締めるための化粧品，肌を明るくみせるための化...

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.01.27 優先権証明書提出書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.02.24 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.09.01 期間延長請求書
2006.09.01 認定･付加情報
2006.10.05 手続補正書
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.05 意見書
2006.10.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.10 手続補正書
2006.11.08 認定･付加情報
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))
2007.02.14 期間延長請求書
2007.02.19 認定･付加情報
2007.03.14 手続補正書
2007.03.14 意見書
2007.03.14 認定･付加情報
2007.03.14 認定･付加情報
2007.03.19 手続補足書
2007.04.17 認定･付加情報
2007.04.24 拒絶査定
2007.07.23 手続補正書
2007.07.23 手続補正書
2008.02.22 手続補正書
2008.04.11 登録料納付
［登録］
2008.03.13 登録査定書
2008.04.11 設定納付書
2008.05.13 登録証

03

【03】ファンデーション

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.14 手続補正書
2006.09.14 意見書
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.15 手続補足書
2006.10.17 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定

優先:
2005-114012
標準

ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＰＯＷＤＥＲＹ
通常 2005-114102
ＦＡＩＲ ＭＯＩＳＴ

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

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,29,30,41

3

ロハスピープル

通常:
2006-003255
標準

01,03
4

花粉撃退

通常 2006-005432

05,24,29,30

5

医学コスメ

通常:
2006-005622
標準

04

6

Ｅ－Ｚ ＬＵＢＥ

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.05 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 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，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，食餌療法用食品
【24】フェルト及び不織布，布製身の回り品
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく，クロレラエキスの粉末を主成分とする粒状成型加工食品，ビタミ
ンを主成分とする粉状・顆粒・錠剤・カプセル・液状に成型した加工食品
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
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，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー
ム用安定剤，果糖・麦芽糖・乳糖・オリゴ糖などの糖類・粉末還元麦芽糖水飴などの糖アル
コール類を主体とする粉末・顆粒・錠剤・及び液状の加工食品，穀物・果実・野菜などの植
物を麹菌・酵母菌などの微生物で発酵させペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品，大
豆たんぱく・カゼイン・脱脂粉乳・ショ糖を主成分としビタミンを添加した液状・粉末状・顆粒
【04】潤滑剤，鉄道模型用の潤滑剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.01.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.19 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))
2007.04.20 拒絶査定

通常:
2006-006270
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，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
【29】ビタミン・ミネラル・ハーブを主原料に配合するカプセル状・液状・粉末状・顆粒状又は
錠剤状の加工食品
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，米，脱穀済みのえん麦，脱穀
済みの大麦，食用粉類，穀物の加工品，サンドイッチ，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，氷
【41】農業の教授，農業及び農村文化の知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の
教授，当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの企画・
運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記
録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の
興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，
音楽の演奏，放送番組の制作，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。），放送番組等の制作における演出，映像機器・音声機器等の機
器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，ゴルフの興行の企画・運営又
は開催，相撲の興行の企画・運営又は開催，ボクシングの興行の企画・運営又は開催，野
球の興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行の企画・運営又は開催，農業体験行事
（田植・稲刈り・野菜の植付け・収穫等）の企画・運営又は開催，カカシのコンクールの企
画・運営又は開催，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企
画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジ
オの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のた
めの施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽
器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸
与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルム
【01】スプレー式の花粉付着防止剤，花粉付着防止剤
【03】化粧品，せっけん類，家庭用洗剤，台所用洗剤，清掃用洗剤，歯磨き，洗濯用漂白
剤，洗濯用柔軟剤，香料類，つや出し布，つや出し紙，つけづめ，つけまつ毛，洗濯用ふの
り，洗濯用でん粉のり，つや出し剤，靴クリーム，靴墨
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.15 意見書
2006.12.15 手続補足書
2007.01.19 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定
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No.

商標（見本）

7

商標

種別 出願番号

§マンゴーの顔用消しゴム∞豆
乳＼パイナップル＼うぶ毛・毛
穴＼＋＼おもしろいほど顔のゴ 通常:
2006-007745
ミが＼ポロッポロ＼化粧ノリが 立体
断然違う！∞ＭＡＮＧＯ＼Ｆａｃｉａ
ｌ Ｐｅｅｌｉｎｇ Ｇｅｌ

区分
03

指定商品・役務
【03】マンゴー果実を配合したフェイシャルピーリング用化粧品

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.02.02 手続補足書
2006.03.02 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2007.04.20 拒絶査定

03,06,09,14,16,18,2 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
5,34,36

8

Ｓａｉｎｔ－Ｐｅｔｅｒｓｂｏｕｒｇ

通常:
2006-012272
標準

03

9

ＭＩＲＲＯＲ ＧＬＡＺＥ

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
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
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，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，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，滑車，ばね，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航
路標識（発光式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽，ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，いかり，金属製ビッ
ト，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤロー
プ，金網，金属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，
金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受
け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製の
タオル用ディスペンサー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金
属製の可搬式家庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金
属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金
属製彫刻
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
【03】表面仕上げ用又は磨き用のクリーナー又はつや出し剤，せっけん類，つや出し剤

通常:
2006-017571
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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2006.02.14 願書
2006.02.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.21 期間延長請求書
2007.03.22 意見書
2007.03.22 手続補足書
2007.04.19 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.22 期間延長請求書
2007.01.23 手続補正書
2007.01.23 意見書
2007.04.20 拒絶査定
2007.09.18 手続補正書(方式)
2007.09.18 手続補足書
2008.03.03 登録料納付
［登録］
2008.02.22 登録査定書
2008.03.03 設定納付書
2008.03.18 登録証
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No.

10

11

12

商標（見本）

商標

入浴習慣

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

03,05

【03】化粧品，せっけん類
【05】浴剤

03

【03】化粧品，アロマセラピー用オイル，その他の香料類

02,40

【02】塗料
【40】金物への塗装加工

通常:
2006-020015
標準

フルーツテラピー＼ＦＲＵＩＴＳＴＨ
通常 2006-021835
ＥＲＡＰＩＥ

§ＴＡＩＫＹＵ

通常 2006-022571

※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
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.27 出願人名義変更届
2006.11.27 手続補足書
2006.12.01 手続補正書
2006.12.01 意見書
2007.01.16 手続補正指令書(中間書類)
2007.02.13 手続補正書(方式)
2007.02.20 認定･付加情報
2007.02.20 認定･付加情報
2007.02.20 認定･付加情報
2007.02.21 手続補正指令書(中間書類)
2007.02.21 手続補正指令書(中間書類)
2007.03.07 手続補正書(方式)
2007.03.07 手続補正書(方式)
2007.03.09 代理人辞任届
2007.03.09 手続補足書
2007.03.09 手続補足書
2007.03.09 手続補足書
2007.03.15 認定･付加情報
2007.03.15 認定･付加情報
2007.03.15 認定･付加情報
2007.03.15 認定･付加情報
2007.03.15 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 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)
2006.11.29 手続補正書
2006.11.29 手続補足書
2006.11.29 意見書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.14 手続補足書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.04.17 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.19 手続補正書
2006.12.19 認定･付加情報
2006.12.19 意見書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（化学）２００７．０４.xls
No.

13

14

15

商標（見本）

商標

ドライクイック

シアーイエロー

潤みアップ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【03】家庭用帯電防止剤，染み取り剤，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，洗濯用仕上剤，洗 【中間記録情報】
濯用のり剤，化粧用接着剤，せっけん類，歯磨き，香料類，つや出しシート，つけづめ，つ ［審査］
2006.03.16 願書
けまつ毛
2006.09.14 刊行物等提出書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.10 刊行物等提出による通知書
2006.11.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.14 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.27 手続補正書
2007.03.27 手続補足書
2007.03.27 代理人受任届
2007.03.27 意見書
2007.04.05 認定･付加情報
2007.04.05 認定･付加情報
2007.04.13 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］
2006.03.23 願書
2006.09.14 刊行物等提出書
2006.10.13 刊行物等提出による通知書
2006.10.13 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 認証付きファイル記録事項記載書類の交
付請求書
2006.11.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.04 手続補正書
2006.12.04 代理人受任届
2006.12.04 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.13 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

05

【05】目薬，医療用油紙，オブラート，ガーゼ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.03.29 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)
2006.12.26 手続補正書
2006.12.26 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定
2007.07.31 手続補正書(方式)
2008.04.02 登録料納付
［登録］
2008.03.17 登録査定書
2008.04.02 設定納付書
2008.04.22 登録証

通常:
2006-023769
標準

通常 2006-025682

通常:
2006-028100
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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３条拒絶（化学）２００７．０４.xls
No.

16

17

18

19

商標（見本）

商標

ペプチドＡ＼ペプチドエース

浄化マッサージ料

種別 出願番号

区分

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
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
2006.04.12 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 2006.04.12 認定･付加情報
毛
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.11 拒絶査定

05,29,30,31,32

【05】薬剤，栄養補給用錠剤，乳児用粉乳，乳児用食品，乳糖，食餌療法用食品，食餌療
法用飲料，オブラート，ビタミン剤，アミノ酸剤，カルシウム剤，食品強化剤，その他の滋養
強壮変質剤，その他の薬剤
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく，野菜・果実及び果汁を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・
ソフトカプセル状・錠剤状・チュアブル状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・あめ状・
シロップ状・ペースト状・クリーム状・固形状・液状・板状・棒状・スティック状・ブロック状・ウ
エハース状・クッキー及びビスケット状の加工食品，ハーブ類を主原料とする粉末状・顆粒
状・カプセル状・ソフトカプセル状・錠剤状・チュアブル状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼ
リー状・あめ状・シロップ状・ペースト状・クリーム状・固形状・液状・板状・棒状・スティック
状・ブロック状・ウエハース状・クッキー及びビスケット状の加工食品，たんぱく質・脂質・炭
水化物を主成分とする粉末状・顆粒状・カプセル状・ソフトカプセル状・錠剤状・チュアブル
状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・あめ状・シロップ状・ペースト状・クリーム状・固
形状・液状・板状・棒状・スティック状・ブロック状・ウエハース状・クッキー及びビスケット状
の加工食品，食物繊維を主成分とする粉末状・顆粒状・カプセル状・ソフトカプセル状・錠剤
状・チュアブル状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・あめ状・シロップ状・ペースト状・
クリーム状・固形状・液状・板状・棒状・スティック状・ブロック状・ウエハース状・クッキー及
びビスケット状の加工食品，各種ビタミン類を主成分とする粉末状・顆粒状・カプセル状・ソ
フトカプセル状・錠剤状・チュアブル状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・あめ状・シ
【03】化粧品，せっけん類，香料類，つけづめ，つけまつ毛
【08】スプリング（ばね）方式まつ毛カール器

通常 2006-029211

通常 2006-029670

通常:
2006-034540
標準

03,08

20

ＥＡＳＹ ＣＵＲＬ ＵＰ＼イージー
通常 2006-035008
カールアップ

※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】乳糖，乳児用粉乳，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，咀嚼嚥下障害者用食品，乳 【中間記録情報】
児の離乳育児用加工食品，乳児の離乳育児用菓子，乳児の離乳育児用清涼飲料，乳児 ［審査］
2006.03.31 願書
の離乳育児用果実飲料
2006.03.31 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.07 意見書
2007.03.07 手続補足書
2007.04.05 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

ロハススタイル＼ＬＯＨＡＳＳＴＹ
通常 2006-033217
ＬＥ

キッズサプリ

指定商品・役務

05
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
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
2006.12.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.04.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.24 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
2007.04.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.10.25 刊行物等提出書
2006.11.27 認定･付加情報
2006.12.15 刊行物等提出による通知書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定

2009/1/15
9／29

３条拒絶（化学）２００７．０４.xls
No.

21

22

23

24

25

商標（見本）

商標

ＡＣＴＩＶＡＴＯＲ ４２

ＩＲ・ＵＶサンスクリーンミルク３０

Ｇコート

泡パック

ＵＬＴＲＡ ＳＨＥＥＲ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【01】研究用試薬（医療用及び獣医科用のものを除く。）

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］
2006.04.28 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 2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.11 意見書
毛
2007.04.04 拒絶査定
2007.11.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

02

【02】塗料

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.05.02 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.02 意見書
2006.11.02 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.10.31 刊行物等提出書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.12.08 刊行物等提出による通知書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

03

【03】日焼けクリーム，日焼け止めクリーム，日焼け後の皮膚の手当てを行うオイル状・ロー 【中間記録情報】
［審査］
ション状・クリーム状又はゲル状或はスプレイ状の化粧品，化粧品
2006.05.08 願書
2006.10.31 刊行物等提出書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.29 認定･付加情報
2006.12.05 刊行物等提出による通知書
2007.04.03 拒絶査定

通常:
2006-039095
標準

通常:
2006-040020
標準

通常:
2006-040209
標準

通常 2006-040568

通常:
2006-041379
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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.18 期間延長請求書
2007.03.07 手続補正書
2007.03.07 意見書
2007.04.03 拒絶査定
2007.05.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.29 手続補正書(方式)
2007.08.29 手続補正書(方式)
2007.08.29 手続補正書
2007.08.29 手続補足書
2008.02.22 登録料納付
［登録］
2008.02.14 登録査定書
2008.02.22 設定納付書
2008.03.11 登録証

2009/1/15
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３条拒絶（化学）２００７．０４.xls
No.

26

27

商標（見本）

商標

２０３６

アクアモイスト 集中美白

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

05

【05】医療用・獣医科用の製剤，医療用栄養製剤，ビタミン剤，食品添加用ミネラル（医療用 【中間記録情報】
のものに限る。），植物・ハーブから抽出したカプセル状・錠剤状・原液状・粉末状・結晶状 ［審査］
2006.05.08 願書
の医療用薬草エキス，霊芝の胞子・霊芝の胞子抽出脂質・プロポリス（ハチヤニ）・冬虫夏
草もしくはこれらから抽出したエキスを主成分とする医療用栄養補助剤及び医療用滋養強 2006.05.29 代理権変更届
壮剤，霊芝からなる顆粒状・丸状・カプセル状の薬剤，霊芝の胞子を主成分とする薬用茶， 2006.05.29 手続補足書
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 2006.06.26 認定･付加情報
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 2006.06.26 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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，
条1項11号を除く))
乳児用粉乳，人工受精用精液
2007.02.09 手続補正書
2007.02.09 意見書
2007.02.09 手続補足書
2007.03.13 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

03

【03】美白化粧品

通常 2006-041514

通常:
2006-042648
標準

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.10.31 刊行物等提出書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.12.08 刊行物等提出による通知書
2006.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

05,15,26,29,30,31,3 【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ 【中間記録情報】
セル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプ ［審査］
2,33

28

脳年齢

通常:
2006-042985
標準

03

29

バージンシルク＼ＶｉｒｇｉｎＳｉｌｋ

キン，生理用パンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包帯
液，胸当てパッド
【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機
【26】編みレース生地，刺しゅうレース生地，組みひも，テープ，房類，リボン，ボタン類，針
類，メリヤス機械用編針，被服用はとめ，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，腕止め，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，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，造花，漁網製作用杼
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく，アガリスクを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液
状の加工食品，アセロラを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工
食品，アミノ酸を主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，アロ
エを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，イチョウの葉を主
材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，ウコンを主材料とした錠
剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，カカオを主材料とした錠剤状・顆粒
状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，カルシウムを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉
末状・カプセル状・液状の加工食品，ガルシニアを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カ
【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

通常 2006-043141

※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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2006.05.11 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.15 手続補正書
2007.02.15 代理人受任届
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 意見書
2007.02.16 認定･付加情報
2007.02.16 認定･付加情報
2007.03.15 認定･付加情報
2007.04.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.06 手続補正書
2006.07.06 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定
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No.
30

31

32

商標（見本）

商標
ウルトラピュア

クリスタルブライト

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.11.02 刊行物等提出書
2006.12.01 認定･付加情報
2006.12.06 刊行物等提出による通知書
2007.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.18 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］
2006.05.10 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 2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
離剤
2006.12.28 意見書
2007.02.08 認定･付加情報
【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプ 2007.04.27 拒絶査定
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 2007.06.14 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
液，防虫紙，胸当てパッド
【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］
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
2006.05.25 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 2006.05.25 認定･付加情報
果実，肉製品，加工水産物，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，その他のサラダ， 2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
その他の加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，卵ど 号)
うふ，乾燥卵，液卵，冷凍卵，茹で卵，卵焼き，スクランブルエッグ，茶わん蒸し，オムレツ， 2007.04.24 拒絶査定
スコッチエッグ，その他の加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，ミートソース，その他
のパスタソース，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又
はタブレット状の加工食品，植物ステロールを配合したタブレット状・粉末状・粒状・顆粒状・
液状又はカプセル状の加工食品，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，粥，ぞうすい，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

通常:
2006-045145
標準

通常:
2006-046419
標準

凛として清楚な＼カトレアの香り 通常 2006-047279

植ステ

通常:
2006-047881
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】化学品

01,29,30,32

33

指定商品・役務

01
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
02,07,09,10

34

Ｄｉｇｉｔａｌ Ｄｒｏｐｌｅｔ Ｃｏｎｔｒｏｌ

通常:
2006-048591
標準

05

35

ＡＲｘ

指定商品・役務
【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，インクジェットプリンター用
インクカートリッジ，印刷インキ，絵の具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術
用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
【05】多様の治療薬の放出用の薬学的活性成分を含有するドラッグデリバリーシステム薬
剤であって、パッチ類および溶解性もしくは浸食性経口フィルム類を含むドラッグデリバリー
システム薬剤

通常 2006-048650

03,29,32

通常:
2006-048891
標準

36

ドクターズメニュー

37

永遠の風＼永遠に一つです＼
03,06,19
永遠に心は一つです＼はなれ
ばなれになっても＼心は一つで
す＼見守っています＼遠くから
見守っています＼本当に出会え
通常 2006-049061
て幸せでした＼心からありがと
う＼どんなに遠く離れていても
＼心は一つです＼たくさんの思
い出ありがとう＼春の風… 夏
の風…
※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］
2006.05.26 願書
2006.05.26 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.11.17 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))
2007.02.16 期間延長請求書
2007.03.19 手続補正書
2007.03.19 意見書
2007.04.06 拒絶査定
2007.09.10 手続補正書(方式)
2007.09.10 手続補正書(方式)
2008.04.03 登録料納付
［登録］
2008.03.07 登録査定書
2008.04.03 設定納付書
2008.04.22 登録証

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
2006.05.29 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 2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
【29】プラセンタを主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状又はゼ
2007.04.17 拒絶査定
リー状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），
冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，
こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，
ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【03】植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，吸香，薫香，線香，におい 【中間記録情報】
袋，せっけん類，歯磨き，化粧品
［審査］
2006.05.29 願書
【06】金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のネームプレート及び表札，金属製立て看
板，金属製彫刻
2006.05.29 認定･付加情報
【19】石材，木材，セメント及びその製品，墓標及び墓碑用銘板（金属製のもの除く。），石
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
製彫刻，コンクリート製彫刻，大理石製彫刻，建具（金属製のものを除く。），灯ろう
条1項11号を除く))
2007.03.02 意見書
2007.03.05 認定･付加情報
2007.03.15 手続補足書
2007.04.16 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
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No.

38

39

40

41

42

43

商標（見本）

商標

フェイスリンクルジェル＼Ｆａｃｅ
Ｗｒｉｎｋｌｅ Ｊｅｌ

ロハスライフ

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，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去 【中間記録情報】
剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛 ［審査］
用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し 2006.05.29 願書
剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2006.11.02 刊行物等提出書
2006.12.01 認定･付加情報
毛
2006.12.08 刊行物等提出による通知書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

03,21,29,30

【03】洗浄剤および化粧品
【21】家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
【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］
2006.05.12 願書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.06.16 認定情報通知書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.27 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.01 願書
2006.06.01 認定･付加情報
2006.11.21 刊行物等提出書
2006.12.19 認定･付加情報
2006.12.22 刊行物等提出による通知書
2006.12.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定

02,03

【02】染料，食品用及び飲料用の着色料
【03】香料，化粧品，せっけん類，精油

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 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］
2006.06.02 願書
2006.06.02 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.04 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.05 願書
2006.11.21 刊行物等提出書
2006.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.20 刊行物等提出による通知書
2006.12.20 認定･付加情報
2006.12.27 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.12.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.20 拒絶査定
2008.10.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-049122

通常 2006-050278

リラックスバスタイム＼ｒｅｌａｘ ｂ
通常 2006-050503
ａｔｈ ｔｉｍｅ

たらま花

通常:
2006-050847
標準

ポアナチュラル＼ＰＯＲＥ ＮＡＴ
通常 2006-050948
ＵＲＡＬ

ＡＭＩＮＯ

通常:
2006-051744
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）２００７．０４.xls
No.

44

45

46

47

48

49

商標（見本）

商標

ＢＩＯ－ＡＣＩＤ

ビューティブルー

クリーミィピュア

ＣＯＭＰＬＥＴＥＬＩＦＴ

§Ｈ２Ｏ

ＯＲＡＣ＼オラック

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

03

【03】せっけん類，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］
2006.05.25 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 2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.27 意見書
離剤
2007.02.07 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定

03

【03】石けん類

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

03

【03】スキンケア用化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 意見書
2007.02.23 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
2007.12.11 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.06.09 登録料納付
［登録］
2008.05.09 登録査定書
2008.06.09 設定納付書
2008.07.08 登録証

03

【03】一般化粧水，スキンローション，乳液，ボディーローション

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.11.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.21 刊行物等提出書
2006.11.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.19 認定･付加情報
2006.12.22 刊行物等提出による通知書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.13 拒絶査定
2008.01.25 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］
2006.06.09 願書
2006.06.30 手続補正指令書(出願)
2006.07.31 手続補正書(方式)
2006.08.28 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定

通常:
2006-052755
標準

通常:
2006-053080
標準

通常:
2006-053190
標準

通常:
2006-053312
標準

通常 2006-053536

通常 2006-053786

※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］
2006.06.07 願書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.17 拒絶査定

2009/1/15
15／29

３条拒絶（化学）２００７．０４.xls
No.

50

51

52

53

54

商標（見本）

商標

ＯＲＡＣ＼オラック

ナノシルバー

リフトゲル

美膜スキン

§Ｂｉｏ－ｅｓｓｅｎｃｅ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】薬剤

05,10

【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，はえ取り紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
2006.06.12 願書
2006.06.14 職権訂正履歴(職権訂正)
【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 2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
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，母乳保 2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
存用容器，母乳冷凍保存袋
2007.04.27 拒絶査定

03

【03】化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 願書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.11.21 刊行物等提出書
2006.12.20 認定･付加情報
2007.01.09 刊行物等提出による通知書
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.17 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.11.24 刊行物等提出書
2006.12.21 認定･付加情報
2007.01.05 刊行物等提出による通知書
2007.01.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.15 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.03.14 意見書
2007.03.14 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，香料類

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

通常 2006-053787

通常:
2006-054398
標準

通常:
2006-054688
標準

通常:
2006-055681
標準

通常 2006-055796

※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］
2006.06.09 願書
2006.06.30 手続補正指令書(出願)
2006.07.31 手続補正書(方式)
2006.08.28 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.13 拒絶査定

2009/1/15
16／29

３条拒絶（化学）２００７．０４.xls
No.

55

56

57

58

59

60

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

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］
2006.06.15 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，香料類，研磨
2006.06.16 認定･付加情報
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
2006.12.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.23 手続補正書(方式)
2007.01.23 認定･付加情報
2007.04.23 拒絶査定
2007.05.10 出願取下書

05,10,16,42,44

【05】治療用薬剤，臨床検査用薬剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【10】診断用機械器具，治療用機械器具，その他の医療用機械器具
［審査］
【16】印刷物
2006.06.16 願書
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，インターネットを利用した医療情報の提供，栄養 項16号)
2007.04.24 拒絶査定
の指導

05,10,16,42,44

【05】治療用薬剤，臨床検査用薬剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【10】診断用機械器具，治療用機械器具，その他の医療用機械器具
［審査］
【16】印刷物
2006.06.16 願書
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，インターネットを利用した医療情報の提供，栄養 項16号)
2007.04.24 拒絶査定
の指導

05,10,16,42,44

【05】治療用薬剤，臨床検査用薬剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【10】診断用機械器具，治療用機械器具，その他の医療用機械器具
［審査］
【16】印刷物
2006.06.16 願書
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，インターネットを利用した医療情報の提供，栄養 項16号)
の指導
2007.04.24 拒絶査定

05,10,16,42,44

【05】治療用薬剤，臨床検査用薬剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【10】診断用機械器具，治療用機械器具，その他の医療用機械器具
［審査］
【16】印刷物
2006.06.16 願書
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，インターネットを利用した医療情報の提供，栄養 項16号)
の指導
2007.04.24 拒絶査定

ＵＶ ｃｕｔｖｅｉｌ＼ＵＶ カットヴェー
通常 2006-055830
ル

スタイルケア

月経血ドック

月経血遠隔診断システム

月経血ドックシステム

月経血バンク

通常:
2006-056138
標準

通常 2006-056455

通常 2006-056456

通常 2006-056457

通常 2006-056458

※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］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.11.24 刊行物等提出書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.05 刊行物等提出による通知書
2007.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.11 拒絶査定

2009/1/15
17／29

３条拒絶（化学）２００７．０４.xls
No.

61

62

63

64

65

66

商標（見本）

商標

月経カルテ

Ｐｕｒｅ Ｍｉｎｅｒａｌｓ

４ｉｎ１＼フォーインワン

２ｉｎ１＼ツーインワン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【05】治療用薬剤，臨床検査用薬剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【10】診断用機械器具，治療用機械器具，その他の医療用機械器具
［審査］
【16】印刷物
2006.06.16 願書
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，インターネットを利用した医療情報の提供，栄養 条1項11号を除く))
の指導
2007.04.24 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］
2006.06.16 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 2006.06.19 認定･付加情報
2006.11.24 刊行物等提出書
毛
2006.12.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.21 認定･付加情報
2007.01.05 刊行物等提出による通知書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定
2008.05.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

01

【01】水腐敗防止剤，水中のカルキ中和剤，水中の塩素中和剤，水用凝集剤，水用凝集助 【中間記録情報】
剤，水用清澄剤，水処理剤，水質浄化剤，水質改善剤，水質保持剤，水質調整剤，魚のえ ［審査］
2006.06.16 願書
ら・表皮の粘膜保護用コロイド，観賞魚等の魚飼育水槽用添加剤，水草用肥料
2006.09.28 手続補正書
2006.10.27 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定

01

【01】水腐敗防止剤，水中のカルキ中和剤，水中の塩素中和剤，水用凝集剤，水用凝集助 【中間記録情報】
剤，水用清澄剤，水処理剤，水質浄化剤，水質改善剤，水質保持剤，水質調整剤，魚のえ ［審査］
2006.06.16 願書
ら・表皮の粘膜保護用コロイド，観賞魚等の魚飼育水槽用添加剤，水草用肥料
2006.09.28 手続補正書
2006.10.27 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.20 願書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.10 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］
2006.06.20 願書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.10 拒絶査定

通常 2006-056459

通常 2006-056572

通常 2006-056575

通常 2006-056576

§Ｇｉｒｌｓ∞クイックストレート＼Ｑ
通常 2006-057207
ＵＩＣＫ ＳＴＲＡＩＧＨＴ

§Ｇｉｒｌｓ∞ラッピングストレート
＼ＷＲＡＰＰＩＮＧ ＳＴＲＡＩＧＨＴ

通常 2006-057208

※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

05,10,16,42,44
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３条拒絶（化学）２００７．０４.xls
No.

67

68

69

70

71

72

商標（見本）

商標

スベール

図形商標

ＯＲＡＣ

ＬＳ剤

ｍＨＡＰ

ｍＨＡＰ

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，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香 【中間記録情報】
［審査］
料，精油からなる食品香料，薫料
2006.06.20 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.10 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， 【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 2006.06.22 願書
2006.06.22 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.31 意見書
2007.02.01 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

01,03,29

【01】化学品
【中間記録情報】
【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き
［審査］
2006.06.22 願書
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は 2006.06.23 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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，タンパク質・ビタミン類を主成分とし錠剤・カプセル状・粉状・粒状・ 第4条1項11号)
2007.04.02 拒絶査定
液状・クッキー状に加工した加工食品
2007.06.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

01

【01】セメント急結剤，セメント混合剤，高浸透性コンクリート改質剤，その他の化学品

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.26 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

01

【01】ハイドロキシアパタイト，ハイドロキシアパタイトを成分とする化学品

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.30 手続補正書
2007.01.30 認定･付加情報
2007.01.30 認定･付加情報
2007.01.30 意見書
2007.04.24 拒絶査定

01

【01】化学品，無機リン酸塩

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.30 意見書
2007.01.30 認定･付加情報
2007.04.24 拒絶査定

通常:
2006-057213
標準

通常 2006-058217

通常:
2006-058320
標準

通常:
2006-059041
標準

通常:
2006-059631
標準

通常 2006-059632

※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.

73

74

75

76

77

商標（見本）

商標

グロッシー＼ＧＬＯＳＳＹ

ＥＳＴＨＥ∞Ａｇ

Ａ・Ｔ・Ｐ

アシッドシステム

ウノプロストン

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］
2006.06.27 願書
2006.06.27 認定･付加情報
2007.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.19 拒絶査定
2007.11.19 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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2007.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.07 意見書
2007.04.10 拒絶査定
2008.06.18 登録料納付
2008.08.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.05.20 登録査定書
2008.06.18 設定納付書
2008.07.08 登録証

03

【03】石けん類，香料類，化粧品，歯磨き

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，かつら装着用接着剤，つけづめ，つけまつ毛，つけま
つ毛用接着剤，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2006.06.28 認定･付加情報
2006.11.24 刊行物等提出書
2006.12.21 認定･付加情報
2007.01.05 刊行物等提出による通知書
2007.01.06 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.07.07 認定･付加情報
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.24 拒絶査定

05

【05】薬剤

通常 2006-059781

通常 2006-060145

通常:
2006-060332
標準

通常:
2006-060959
標準

通常:
2006-061770
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］
2006.07.03 願書
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.17 拒絶査定
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No.

78

79

80

81

82

商標（見本）

商標

ミルキーウォーター＼ＭＩＬＫＹ
ＷＡＴＥＲ

アシコシラーク

Ｆ－２７＼Ｆ－ヴァンセット

エレガンテ＼￠Ｅｌｅｇａｎｔｅ

ハニカムテーピング

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］
2006.07.06 願書
2006.07.14 手続補正指令書(出願)
2006.07.21 手続補正書
2006.07.21 手続補正書
2006.09.19 認定･付加情報
2006.09.19 認定･付加情報
2006.09.19 認定･付加情報
2006.11.28 刊行物等提出書
2006.12.25 認定･付加情報
2007.01.05 刊行物等提出による通知書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.27 拒絶査定

05,14

【05】医療用脚バンド，医療用腕環
【14】リング状の身飾品，バンド状の身飾品，その他の身飾品

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 願書
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 意見書
2007.01.09 手続補足書
2007.02.07 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2007.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.16 拒絶査定
2008.05.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

05

【05】医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.07.10 願書
パット
2006.07.10 認定･付加情報
2006.12.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.05 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.27 拒絶査定

通常 2006-063220

通常:
2006-063655
標準

通常 2006-063847

通常 2006-063948

通常:
2006-064035
標準

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

中間記録

03
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,03

83

シルクカラーパウダー

通常:
2006-064143
標準

03

84

ハッコウ＼発酵クロレラ

通常 2006-064346

05
85

ハイブリッドパンツ

通常:
2006-064417
標準
02

86

87

88

ＷＦコート

淡紫

アミノコート

通常:
2006-064420
標準

指定商品・役務

【05】失禁用おしめ

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.11 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定
2008.09.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
【中間記録情報】
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の具，防錆 ［審査］
グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印 2006.07.11 願書
2006.07.12 認定･付加情報
刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定
2008.06.18 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，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろう 【中間記録情報】
［審査］
そく
2006.07.12 願書
2006.07.12 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定

03

【03】化粧品，せっけん類，香料類，歯磨き

通常 2006-065077

通常:
2006-065326
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】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］
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
2006.07.10 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， 2006.07.10 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 2006.11.28 刊行物等提出書
2006.12.26 認定･付加情報
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 2007.01.05 刊行物等提出による通知書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
毛
号)
2007.04.27 拒絶査定
【03】発酵させたクロレラを主原料とするせっけん類，発酵させたクロレラを主原料とする歯 【中間記録情報】
磨き，発酵させたクロレラを主原料とする化粧品，発酵させたクロレラを主原料とする香料 ［審査］
2006.07.10 願書
類
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 手続補正書
2007.02.23 意見書
2007.04.03 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.13 願書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.11.24 刊行物等提出書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.05 刊行物等提出による通知書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.20 拒絶査定
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No.

89

90

91

92

93

94

95

商標（見本）

商標

整顔シャンプーイング

クール－２０℃

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
【41】技芸の教授，美容の教授，理容の教授
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.13 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

01

【01】化学剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.13 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.07 意見書
2007.04.20 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］
2006.07.13 願書
2006.07.13 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.10 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］
2006.07.13 願書
2006.07.13 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.10 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］
2006.07.13 願書
2006.07.13 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.10 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】
［審査］
洗濯用漂白剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり
2006.07.13 願書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.10.13 刊行物等提出書
2006.11.10 認定･付加情報
2006.11.13 刊行物等提出による通知書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.10 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

通常:
2006-065364
標準

通常 2006-065434

マンゴーオレ＼ｍａｎｇｏ ａｕ ｌａｉ
通常 2006-065535
ｔ

ジューシーシトラス＼ｊｕｉｃｙ ｃｉｔｒ
通常 2006-065537
ｕｓ

マンゴースムージー＼ｍａｎｇｏ
ｓｍｏｏｔｈｉｅ

なめらかタッチ

スゴ技

通常 2006-065538

通常:
2006-065669
標準

通常 2006-065839

※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

03,41,44
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.30 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.27 拒絶査定
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No.

96

97

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

03,16,41,44

【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］
2006.07.14 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 2006.07.14 認定･付加情報
毛
2006.11.28 刊行物等提出書
2006.12.25 認定･付加情報
【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， 2007.01.05 刊行物等提出による通知書
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 2007.01.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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， 2007.01.11 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
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 2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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， 項16号)
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 2007.04.27 拒絶査定
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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，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。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
【05】アロマを浸み込ませた布あるいは紙が内径に形成されているキャンドルであって、横 【中間記録情報】
臥した人の耳にキャンドルを突き立て、燃焼させ、燃焼による耳内の微圧力および空気対 ［審査］
流、空気振動で耳のツボを刺激してマッサージし疲労回復させるキャンドル、その他本類に 2006.07.14 願書
2006.07.18 認定･付加情報
属する商品。
2006.07.21 手続補正書
2006.08.01 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.27 拒絶査定

プードゥルブロンザント＼ＰＯＵ
通常 2006-065968
ＤＲＥ ＢＲＯＮＺＡＮＴＥ

ヒーリングボディケア＼Ｈｅａｌｉｎｇ
通常 2006-066239
ｂｏｄｙ ｃａｒｅ

99

100

みみそく＼耳燭

図形商標

本草生薬便秘煎

通常 2006-066264

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.14 願書
2006.07.14 認定･付加情報
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.17 拒絶査定
2008.04.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

05

【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ 【中間記録情報】
セル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプ ［審査］
キン，生理用パンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包帯 2006.07.04 願書
2006.07.20 職権訂正履歴(職権訂正)
液，防虫紙，胸当てパッド，朝鮮人参を主成分とする薬剤，朝鮮人参を原材料とする滋養
2006.07.28 職権訂正通知書(職権訂正)
強壮剤・滋養強壮変質剤
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定

05

【05】薬剤

通常 2006-066311

通常:
2006-066402
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，歯磨き，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛

05

98

指定商品・役務

03
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.14 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.24 拒絶査定

2009/1/15
24／29

３条拒絶（化学）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.16 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.27 拒絶査定

03

【03】頭皮マッサージ用アロマエッセンシャルオイル，頭皮マッサージ用エッセンシャルオイ
ルを除くアロマエッセンシャルオイル，アロマエッセンシャルオイルを除く香料類，頭髪用
ローション，頭髪用ローションを除く頭髪用化粧品
【41】精神的疲れを癒す頭皮マッサージ方法の教育指導又は研修
【44】アロマエッセンシャルオイルを塗布して行う頭皮マッサージ，アロマエッセンシャルオイ
ルを塗布して行う頭皮マッサージを除く頭皮マッサージ，頭皮マッサージを除く精神的疲れ
を癒す施設での施術
【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.18 願書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.11.28 刊行物等提出書
2006.12.25 認定･付加情報
2006.12.26 刊行物等提出による通知書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.11 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.18 願書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.11.28 刊行物等提出書
2006.12.26 認定･付加情報
2006.12.28 刊行物等提出による通知書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.11 拒絶査定

03

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.18 願書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.11.24 刊行物等提出書
2006.12.21 認定･付加情報
2006.12.22 刊行物等提出による通知書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.11 拒絶査定

03,41,44
101

102

103

104

105

脳内ヒーリング

通常:
2006-066455
標準

スムースリップライナー＼ＳＭＯ
通常 2006-066520
ＯＴＨ ＬＩＰ ＬＩＮＥＲ

ダブルシャイニーアイズ＼ＤＯＵ
通常 2006-066526
ＢＬＥ ＳＨＩＮＹ ＥＹＥＳ

美顔美白液

うるおいボリューム

通常 2006-066528

通常 2006-066531

※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］
2006.07.18 願書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.11.28 刊行物等提出書
2006.12.26 認定･付加情報
2006.12.28 刊行物等提出による通知書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.11 拒絶査定

2009/1/15
25／29

３条拒絶（化学）２００７．０４.xls
No.

106

107

108

109

110

111

商標（見本）

商標

コストダウンＳ

若者アッシュ

ＡＩＲＳ＼エアーズ

ソイルベスト

ベストソイル

ティージー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】農薬（植物成長調整剤を除く。），薬剤

03

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.07.19 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 2006.07.19 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

01

【01】ディーゼル燃料用添加剤，その他の化学品

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.24 願書
2006.07.24 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

01

【01】肥料

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.12 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

01

【01】肥料

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.12 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

05

【05】薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.26 願書
2006.07.26 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.12 意見書
2007.03.12 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定
2008.03.17 登録料納付
2008.07.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.03.08 登録査定書
2008.03.17 設定納付書
2008.03.31 登録証

通常:
2006-066943
標準

通常:
2006-066959
標準

通常 2006-068761

通常 2006-069405

通常 2006-069407

通常:
2006-069679
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］
2006.07.19 願書
2006.07.20 認定･付加情報
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.30 意見書
2007.01.31 認定･付加情報
2007.03.27 伺い書
2007.04.02 拒絶査定
2007.04.06 伺い回答書

2009/1/15
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３条拒絶（化学）２００７．０４.xls
No.

112

113

114

115

商標（見本）

商標

ティーエー

ボディメイクジェル

侍従

梅が香

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】薬剤

03,44

【03】美容，理容，入浴施設の提供，按摩，マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅ 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.07.12 願書
物の治療，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，エステ，整体化粧品，香料類，
せっけん類，歯磨き類，つけずめ，つけまつげ
2006.08.04 認定･付加情報
2006.12.14 刊行物等提出書
【44】美容，理容，入浴施設の提供，按摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅ
う，柔道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動 2006.12.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.05 職権訂正通知書(職権訂正)
物の治療，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，エステ，整体化粧品，香料類，
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
せっけん類，歯磨き類，つけずめ，つけまつげ
条1項11号を除く))
2007.01.17 認定･付加情報
2007.01.26 刊行物等提出による通知書
2007.04.06 拒絶査定

03

【03】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 【中間記録情報】
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， ［審査］
洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧 2006.07.27 願書
品，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 2007.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
毛
2007.04.25 拒絶査定

03

【03】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 【中間記録情報】
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， ［審査］
洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧 2006.07.27 願書
品，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 2007.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
毛
2007.04.25 拒絶査定

通常:
2006-069680
標準

通常 2006-069979

通常:
2006-070105
標準

通常:
2006-070106
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］
2006.07.26 願書
2006.07.26 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.12 意見書
2007.03.12 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定
2008.03.17 登録料納付
［登録］
2008.03.08 登録査定書
2008.03.17 設定納付書
2008.03.31 登録証

2009/1/15
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３条拒絶（化学）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,10,11,16,17

116

Ｃ．Ｕ．Ｒ．Ｅ．ライナー

通常:
2006-071539
標準

03
117

118

119

洗剤 １１９番

アロエベラ粋

覚醒クール

通常 2006-071939

指定商品・役務

01

【01】せっけん類、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 2006.08.02 願書
2006.08.02 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.20 意見書
2007.02.21 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
2007.07.30 手続補正書(方式)
2007.07.30 代理人選任届
2007.07.31 手続補足書
2008.01.08 登録料納付
［登録］
2007.12.10 登録査定書
2008.01.08 設定納付書
2008.01.29 登録証

通常:
2006-071940
標準

通常:
2006-071973
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］
2006.08.01 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2006.08.04 認定･付加情報
毛
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【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， 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， 2007.04.23 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
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水
器，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
【03】洗浄剤
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.18 願書
2006.08.16 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.18 願書
2006.08.09 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定
2007.09.12 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
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120

121

122

123

124

125

126

商標（見本）

商標

ＯＤフィルム

グラース

馨香＼ＸＩＮ ＸＩＡＮＧ

超悪玉

超悪玉コレステロール

可食

ななめドラム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.24 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

03

【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き

03

【03】薫料，その他の香料類，せっけん類，歯磨き，化粧品

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.27 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定
2008.05.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.08.10 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.19 拒絶査定

01,05

【01】実験用・解析用又は研究用試薬（医療用及び獣医科用のものを除く。），その他の化
学品
【05】医療診断及び医療分析に使用される試薬，その他の薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.30 願書
2007.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.15 意見書
2007.04.02 拒絶査定

01,05

【01】実験用・解析用又は研究用試薬（医療用及び獣医科用のものを除く。），その他の化
学品
【05】医療診断及び医療分析に使用される試薬，その他の薬剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.30 願書
2007.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.15 意見書
2007.04.02 拒絶査定

02

【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
【中間記録情報】
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の具，防錆 ［審査］
グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印 2006.09.04 願書
2007.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
項16号)
2007.03.26 意見書
2007.04.24 拒絶査定

03

【03】合成洗剤，せっけん類，洗濯用柔軟剤，洗濯用撥水加工剤，洗濯用防ダニ・防カビ加 【中間記録情報】
工剤，洗濯用抗菌・消臭加工剤，洗濯用光触媒・ＵＶカット加工剤，洗濯用帯電防止剤，洗 ［審査］
2006.09.13 願書
濯用風合改良剤
2007.02.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.28 意見書
2007.04.06 拒絶査定

通常:
2006-072744
標準

通常:
2006-074677
標準

通常 2006-074735

通常:
2006-080488
標準

通常:
2006-080489
標準

通常 2006-082115

通常 2006-085407

※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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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03

127

ＭＡＲＩＮＥ－ＰＬＡＣＥＮＴＡ

指定商品・役務
【03】プラセンタを配合してなるせっけん類，プラセンタを配合してなる化粧品

通常:
2006-085977
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
【中間記録情報】
［審査］
2006.09.14 願書
2007.02.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.02 手続補正書
2007.04.02 意見書
2007.04.10 拒絶査定
2007.04.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

