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No.

商標（見本）

1

2

商標

住宅情報

歌本

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2000.08.02 願書
2000.09.05 認定･付加情報
2000.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2000.11.22 手続補正書
2000.11.22 手続補足書
2000.11.22 意見書
2001.01.23 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶査定

09,41

【09】理化学機械器具，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，写真機械器具，映画機械器具，光学機械
器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコー
ド，メトロノーム，電子応用機械器具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，遊園
地用機械器具，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，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，鉄道用信号機，火災報知機，ガス漏れ警報器，
盗難警報器，事故防護用手袋，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，消防艇，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，磁
心，抵抗線，電極，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，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬
貨作動式ゲート，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，電気
計算機，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，計算尺，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，レ
ギュレーター，潜水用機械器具，アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，家庭用テレ
ビゲームおもちゃ，検卵器，電動式扉自動開閉装置，電子計算機ネットワークを通じてダウ
ンロードできる電子計算機用プログラム，通信を用いてダウンロード可能な音楽または映
画
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，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，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
【09】サングラス，眼鏡ケース，その他の眼鏡
【14】時計
【16】文房具類
【18】かばん類，袋物，傘，乗馬用具
【25】タイツ，レオタード，オーバーオール，レッグウォーマー，チュチュ，ティーシャツ，水泳
着，スポーツシャツ，下着，その他の被服，ダンス靴，その他の履物，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴
【27】体操用マット
【28】運動用具

【中間記録情報】
[審査]
2003.04.25 願書
2003.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2003.12.01 意見書
2003.12.02 手続補足書
2004.01.14 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定
2006.05.29 手続補正書

分割:
2000-085113
標準

分割:
2003-034431
標準

ｄａｎｓｅ＼ｄａｎｚａ＼ｄａｎｃｅ＼舞
通常 2004-032412
踏

※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

【09】定期的に刊行される土地・建物に関する情報を記録したビデオディスク及びビデオ
テープ

09,14,16,18,25,27,2
8

3

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
[審査]
2004.04.06 願書
2004.04.09 代理権変更届
2004.05.27 認定･付加情報
2004.10.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.01.04 期間延長請求書
2005.02.01 意見書
2005.04.27 手続補正書
2005.04.27 意見書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2006.04.14 拒絶査定

2007/3/1
3／56

３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

4

5

6

商標

マナー着信音

§ＣＨＵＲＡ＼美らｗｏｏｄ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09

区分

【09】移動体電話機・その他の電話機械器具の為のダウンロード可能な着信音・着信音声・
着信メロディー，その他のダウンロード可能な着信音・着信音声・着信メロディー，通信回線
を通じてダウンロードされる移動体電話用コンピュータプログラム・画像（動画及び静止画
をも含む）データ・待ち受け用の音声付き画像（動画及び静止画をも含む）データ，移動体
電話用コンピュータプログラム・画像（動画及び静止画をも含む）データ・待ち受け用の音声
付き画像（動画及び静止画をも含む）データを記憶させた磁気ディスク等の記録媒体，移動
体電話機・その他の電話機械器具の為のダウンロード可能な待ち受け用の音声付き画像
（動画及び静止画を含む），その他のダウンロード可能な画像（動画及び静止画をも含む）・
音楽・音声，電子計算機端末を通じてダウンロード可能なコンピュータ用又は家庭用テレビ
ゲーム機用のゲームプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記
憶させた記録媒体，その他の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及びＣＤ－ＲＯＭ，業務用テレビゲーム機，電気
通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，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，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，電子出版物

【中間記録情報】
[審査]
2004.09.03 願書
2005.04.18 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.04.18 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.05.30 上申書
2005.08.02 上申書
2005.11.02 上申書
2005.11.29 手続補正書
2005.11.29 意見書
2005.11.29 手続補足書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.03 拒絶査定
2006.05.02 手続補正書
2006.07.12 手続補正書
2006.07.12 手続補足書

19

【19】廃木及び廃プラスチックを配合し加熱して成型した建築用又は構築用の専用材料

【中間記録情報】
[審査]
2004.11.11 願書
2005.07.15 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.08.10 手続補正書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定

10,16

【10】診断用機械器具
【中間記録情報】
【16】紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック [審査]
製ごみ収集用袋，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
2004.11.19 願書
ンカチ，紙製テーブルクロス，紙製幼児用おしめ，新聞，雑誌，書画，写真，写真立て，文
2005.06.20 職権訂正履歴(職権訂正)
房具類，鑑賞魚用水槽及びその付属品
2005.06.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.06.24 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.28 手続補正書
2005.08.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.08.26 手続補正指示書(審査官)
2005.08.26 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.09.05 手続補正書
2005.09.05 意見書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗 【中間記録情報】
難警報器，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並び [審査]
2004.12.15 願書
にその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，タイヤ又
はチューブの修繕用ゴムはり付け片
2005.03.11 優先権証明書提出書
【28】乗物のミニチュアモデル，自動車おもちゃ，ラジオコントロール式乗物おもちゃ，乗物模 2005.04.11 認定･付加情報
2005.04.11 認定･付加情報
型おもちゃ，その他の乗物おもちゃ，その他のおもちゃ
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.25 意見書
2005.10.25 手続補足書
2005.10.25 認定･付加情報
2005.11.28 認定･付加情報
2006.04.06 代理人辞任届
2006.04.10 拒絶査定
2006.06.16 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.27 認定･付加情報

通常:
2004-081532
標準

通常 2004-108402

ヘルスカウント＼Ｈｅａｌｔｈ Ｃｏｕ
通常 2004-110922
ｎｔ＼健康度

12,28

7

Ｃ１６０

優先 2004-114502

※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）

8

9

商標

ＣＥＬＬＢＯＯＳＴ

Ｐ２Ｐ ＰＲＥＳＥＮＣＥ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09

区分

【09】火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，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，写真機
械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，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，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及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，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，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，電子出版物

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.17 願書
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.14 期間延長請求書
2006.03.27 手続補正書
2006.03.27 意見書
2006.04.17 拒絶査定

09

【09】電子計算機，電子計算機用プログラム，電気通信回線を通じてダウンロード可能な電
子計算機用プログラム，電気通信機械器具，電子計算機用プログラムを記憶させた電子
回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，電子応用機械器具及びそ
の部品，理化学機械器具，写真機械器具，測定機械器具，映画機械器具，光学機械器
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，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させ
た電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，業務用テレビゲー
ム機，業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁
気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，パチンコ式スロットマシン，パチンコホール用自
動メダル・玉貸機，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
及びＣＤ－ＲＯＭ，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，電子出版物，電気通信回線を通じてダウ
ンロード可能な出版物，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶
断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選
別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タ
イムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，
郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬
貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装
置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物
の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，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，
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，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，
【09】コンピュータソフトウェア

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.27 願書
2004.12.27 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.04 意見書
2005.11.04 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定

通常:
2004-115581
標準

通常:
2004-118050
標準

09

10

ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＡＮＤ ＳＡＬＥ
Ｓ ＥＦＦＥＣＴＩＶＥＮＥＳＳ ＳＯＬ 優先 2005-000096
ＵＴＩＯＮＳ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
[審査]
2005.01.04 願書
2005.01.25 優先権証明書提出書
2005.02.23 認定･付加情報
2005.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.11 意見書
2006.04.24 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41,44

11

チャクラ呼吸

通常 2005-005744

19

12

ケイエス＼ＫＳスラブ

通常 2005-005982

09,37,42

13

ロングタイム

通常:
2005-009496
標準

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

指定商品・役務
【09】映写フィルム，スライドフィルム，録画済みビデオディスク・ビデオテープ・コンパクトディ
スク・ミニディスク・ＤＶＤ及びビデオＣＤその他の記録媒体，電子出版物，音楽等を録音済
みのコンパクトディスク・電子回路・ＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，家庭用テレビゲームお
もちゃ，運動技能訓練用シミュレーター，携帯用液晶画面を利用したトレーニング用のコン
ピュータープログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，業務用
テレビゲーム機，理化学機械器具，コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁
気ディスク・磁気テープ及びＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，電気通信機械器具，電子応用
機械器具及びその部品，測定機械器具，オゾン発生器，家庭用テレビゲーム機，自動販売
機，救命用具，眼鏡
【16】紙類，紙製包装用容器，書画，写真，写真・ポスター・印刷物等を貼り付けて使用する
紙製の立て看板及び展示用パネルボード，印刷物，録音若しくは録画済みのコンパクト
ディスク・ミニディスク・ＤＶＤその他の記録媒体を付録として収容したマニュアル・書籍・楽
譜・歌集又は写真集
【41】ヨガ・健康法・ダイエット法・トレーニング・ストレッチ・技芸・スポーツ・体操・健康増進の
ための身体運動・姿勢若しくは歩き方を含めた動作に関する知識の教授又はそれらに関
する情報の提供，気功法の教授，能力開発法の教授，能力開発の指導及び教授，ヨガ・健
康法・ダイエット法・トレーニング・ストレッチ・技芸・スポーツ・体操・能力開発・健康増進の
ための身体運動・姿勢若しくは歩き方を含めた動作に関する講演会・セミナー・シンポジウ
ム・研究会の企画・運営又は開催，ヨガ・健康法・ダイエット・トレーニング・ストレッチ・ス
ポーツ・体操・能力開発・健康増進のための身体運動・姿勢及び歩き方を含めた動作を実
践するための運動施設の提供又はこれに関する情報の提供，ヨガ・健康法・ダイエット・ト
レーニング・ストレッチ・スポーツ・体操・能力開発・健康増進のための身体運動・姿勢及び
歩き方を含めた動作を実践するための娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供，ヨ
【19】発泡プラスチックを芯材に用いたコンクリート製スラブ，発泡プラスチックを芯材に用い
たコンクリート製ペデストリアンデッキ用床版，発泡プラスチックを芯材に用いたコンクリート
製固定桟橋用床版，発泡プラスチックを芯材に用いたコンクリート製歩道橋用床版，発泡プ
ラスチックを芯材に用いたコンクリート製水路蓋用スラブ，陶磁製建築専用厚板，リノリュー
ム製建築専用厚板，プラスチック製建築専用厚板，合成建築専用厚板，アスファルト及び
アスファルト製の建築用又は構築専用厚板，ゴム製の建築用又は構築専用厚板，石灰製
の建築用又は構築専用厚板，石こう製の建築用又は構築専用厚板，セメント製建築又は
構築専用厚板，木製厚板，石材製厚板，ガラス製建築又は構築専用厚板

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.01.14 願書
2005.06.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.06.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.07.01 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.08.26 手続補正書
2005.11.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.27 願書
2005.01.27 認定･付加情報
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.03 手続補正書
2005.10.03 意見書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.11.25 手続補正書
2006.04.07 拒絶査定
【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 【中間記録情報】
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 [審査]
2005.02.07 願書
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
2005.08.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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
第4条1項11号)
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
2006.04.10 拒絶査定
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 2006.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
た電子回路及び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，電子出版物
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
04,07,37,40,42

14

バイオ燃料

通常:
2005-012146
標準

12

15

ＧＲＡＮ ＴＵＲＩＳＭＯ

通常:
2005-016283
標準

09

16

Ｓ．ＭａｒｔＣａｒｄ

通常:
2005-016735
標準

09

17

Ｂ―ＦＥＰ

通常:
2005-018935
標準

09,42
18

モバイル勤怠

通常:
2005-019883
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろう
そく
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は
保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発
電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定
【12】車いす，船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道
車両並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転
車並びにそれらの部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤ
カー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.15 願書
2005.02.16 認定･付加情報
2006.02.01 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))
2006.04.27 拒絶査定
2006.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【09】電子応用機械器具及びその部品，測定機械器具，時間記録用装置，コンピューター
記録装置，作業記録機，タイムレコーダー，ＲＦＩＤタグ及びＩＣカード，ＲＦＩＤタグ及びＩＣカー
ド用読取機，労務管理用電子機械器具
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機によるデータの処理，電
気電信機械器具の開発及び設計，その他データ処理機械器具及び情報処理装置の貸
与，ウェブサイトの作成と保守，労務管理システムの設計・作成又は保守，同分野に関する
コンサルティング業務

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.08 願書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.07 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.25 願書
2005.10.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.16 手続補正書
2005.11.16 手続補足書
2005.11.16 意見書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定
【09】ＩＣチップを組み込んだタグ型の非接触式データキャリア，電子識別用電子タグ，釣銭 【中間記録情報】
[審査]
額を特定するための情報を記憶したＩＣカード，ＰＯＳ及びＰＯＳ周辺機器で用いられるＩＣ
2005.02.28 願書
カード，ＩＣエンコーダー，ＩＣメモリーカード，ＩＣメモリーカード式録音機，ＩＣメモリーカード読
み取り装置，その他の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，ＰＯＳ及びそ 2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
の周辺機器，電子出版物
2005.11.15 意見書
2005.11.16 手続補足書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定
【09】コンピュータソフトウェア，電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.04 願書
2005.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.28 意見書
2005.11.28 手続補足書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.04.24 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

19

いぬのえいが

通常:
2005-024823
標準

09,16,41,42

20

シーラチャンズ

通常 2005-024852

09,38,42

21

携帯ガード

通常:
2005-024931
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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，携帯電話機用ストラップ
及びその他の電気通信機械器具，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及び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，電子出版物
【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
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及び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，電子出版物
【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，
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム，コンピューターソフトウ
エア，磁気記録媒体，光学式記録媒体，データ処理装置，コンピュータ用のインターフェー
ス，光学的入出力装置，電気通信機械器具，理化学機械器具，測定機械器具，電気磁気
測定器，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，電報に
よる通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，電子メール通信
【42】電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門
的知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算
機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含
む。）の貸与，コンピュータプログラムの操作マニュアルの作成，コンピュータプログラムの
貸与，コンピュータソフトウエアの貸与，コンピュータソフトウエアの設計，コンピュータソフト
ウエアの最新化，コンピュータソフトウエアの保守，コンピュータ用装置の設計に関する助

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.08 願書
2005.10.14 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))
2005.11.16 手続補正書
2005.11.16 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.22 願書
2005.09.09 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))
2006.04.14 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.23 願書
2005.04.04 認定･付加情報
2005.10.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.28 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))
2006.04.14 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,42

22

情報ガード

通常:
2005-024932
標準

09,14,18,25

23

Ｌｏｕｒｍａｒｉｎ＼ルールマラン

通常 2005-025508

09,12

24

ＰＡＳＳＩＶＥ ＳＡＦＥ

指定商品・役務

中間記録

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム，コンピューターソフトウ
エア，磁気記録媒体，光学式記録媒体，データ処理装置，コンピュータ用のインターフェー
ス，光学的入出力装置，電気通信機械器具，理化学機械器具，測定機械器具，電気磁気
測定器，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，電報に
よる通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，電子メール通信
【42】電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門
的知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算
機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含
む。）の貸与，コンピュータプログラムの操作マニュアルの作成，コンピュータプログラムの
貸与，コンピュータソフトウエアの貸与，コンピュータソフトウエアの設計，コンピュータソフト
ウエアの最新化，コンピュータソフトウエアの保守，コンピュータ用装置の設計に関する助
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及び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，電子出版物
【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
【09】電池，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，測定機械器具，写真機
械器具，映画機械器具，光学機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調
相機
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗
難警報器，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並び
にその部品及び附属品

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.23 願書
2005.03.29 認定･付加情報
2005.10.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.28 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))
2006.04.14 拒絶査定

通常 2005-027628

※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。

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.24 願書
2005.08.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.09.20 意見書
2005.09.20 手続補足書
2005.10.19 認定･付加情報
2006.04.24 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.30 願書
2005.03.30 認定･付加情報
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.27 上申書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.03.09 意見書
2006.03.09 手続補足書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.04.06 代理人辞任届
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.17 拒絶査定
2006.06.16 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.27 認定･付加情報
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11,26

25

Ａｐｐｌｅｂｙ

通常 2005-028485

06

26

ＭＰラダー

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.31 願書
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.15 手続補正書
2005.11.15 手続補足書
2005.11.15 意見書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定

【09】インターネット又はグローバルコンピュータネットワークを利用した証券取引に関する
電子計算機用プログラム，その他の電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器
具及びその部品，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，
電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用
の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイム
スタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵
便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨
作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装
置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物
の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用
テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
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，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及び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

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.06.08 優先権証明書提出書
2005.07.06 認定･付加情報
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 拒絶査定

通常:
2005-028670
標準

09

27

指定商品・役務
【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，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，加熱器，調理
台，流し台，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，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
【26】漁網製作用杼，メリヤス機械用編針，被服用はとめ，テープ，リボン，編みレース生
地，刺しゅうレース生地，房類，組みひも，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
【06】避難はしご

ＣＵＳＴＯＭＩＺＥＤ ＳＯＬＵＴＩＯＮ
Ｓ ＦＯＲ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＴＲ 優先 2005-028822
ＡＤＩＮＧ

※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。

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.10.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.11.01 手続補正書
2005.11.01 意見書
2005.11.02 認定･付加情報
2005.11.07 認定･付加情報
2006.04.26 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

28

ＴＨＥ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＴＲＡＤＩ
優先 2005-028823
ＮＧ ＰＬＡＴＦＯＲＭ

09,10,35,42,44

29

お薬ガイド＼お薬ＧＵＩＤＥ

通常 2005-029730

※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
【09】インターネット又はグローバルコンピュータネットワークを利用した証券取引に関する
電子計算機用プログラム，その他の電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器
具及びその部品，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，
電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用
の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイム
スタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵
便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨
作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装
置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物
の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用
テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
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，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及び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
【09】カルテ（診療録）情報及び医療行為における患者の薬歴情報並びに処方箋情報を記
録・処理するためのプログラムを記憶させた電子計算機，その他の電子応用機械器具及
びその部品，検診データ及び医療行為における患者の薬歴情報並びに処方箋情報を記録
したＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版
物，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，耳栓，加工ガラス（建築用
のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵
器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算
機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステ
ム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガ
ソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火
ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保
安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の
道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転
技能訓練用シミュレーター，運動技能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，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及び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
【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
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.06.08 優先権証明書提出書
2005.07.05 認定･付加情報
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.05 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,12,42

30

Ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

通常:
2005-030358
標準

11,45

31

ピーシーライツ＼ＰＣ ＬＩＧＨＴＳ 通常 2005-030396

09,16,35,42

32

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及び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，電子出版物
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手及びベアリング（機械要素）（陸上の乗物
用），動力伝導装置（機械要素）（陸上の乗物用），緩衝器及びばね（機械要素）（陸上の乗
物用），制動装置（機械要素）（陸上の乗物用），落下傘，乗物用盗難警報器，車いす，陸
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類
【45】照明器具の貸与

秘密分散フォルダー

通常:
2005-030569
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]
2005.04.06 願書
2005.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.09 意見書
2005.12.09 手続補足書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶査定
2006.04.21 代理人辞任届
2006.04.24 認定･付加情報

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.06 願書
2005.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.09 手続補足書
2005.12.12 意見書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶査定
2006.07.26 手続補正書(方式)
2006.07.26 手続補足書

【09】科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命 【中間記録情報】
用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、 [審査]
電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具，耳栓，加 2005.03.25 願書
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 2005.05.27 手続補正指令書(出願)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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， 条1項11号を除く))
2006.04.28 拒絶査定
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及び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，電子出版物
【16】紙、紙製品及び事務用品，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
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

33

34

35

36

37

商標（見本）

商標

ひきどっこ

アクアブルー＼ＡＱＵＡＢＬＵＥ

樹脂ヘルド

樹脂綜絖

ＹＯＵＲ ＬＩＦＥ ＮＥＥＤＳ ＩＴ．

種別 出願番号

区分

Ｂ－ＣＬＡＳＳ

11

【11】家庭用電解水生成器，業務用電解水生成器

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.14 願書
2005.04.14 手続補足書
2005.04.22 認定･付加情報
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.21 意見書
2006.04.14 拒絶査定
2006.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

07

【07】繊維機械器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.18 願書
2005.04.18 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 拒絶査定

07

【07】繊維機械器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.18 願書
2005.04.18 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 拒絶査定

09,15

【09】セルラー方式電話機専用携帯用ケース・バッグ，携帯電話機専用携帯用ケース・バッ
グ，パームトップ型コンピュータ専用携帯用ケース・バッグ，手持ち式コンピュータ専用携帯
用ケース・バッグ，ラップトップ型コンピュータ専用携帯用ケース・バッグ，ＭＰ３方式のオー
ディオプレーヤー専用携帯用ケース・バッグ，携帯型オーディオプレーヤー専用携帯用
ケース・バッグ，デジタルカメラ専用携帯用ケース・バッグ，携帯型ゲーム機専用携帯用
ケース・バッグ，カメラ専用携帯用ケース・バッグ，録音済み又は録画済みのコンパクトディ
スク専用携帯用ケース・バッグ，携帯情報端末専用携帯用ケース・バッグ，電子手帳専用
携帯用ケース・バッグ
【15】楽器専用携帯用ケース・バッグ
【12】自動車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），
陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗難警報器，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電
動機（その部品を除く。），二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
【28】スキーワックス，おもちゃの手作りキット，その他のおもちゃ，人形，囲碁用具，歌がる
た，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッ
カー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード
用具，乗物のミニチュアモデル，自動車おもちゃ，ラジオコントロール式乗物おもちゃ，乗物
模型おもちゃ，その他の乗物おもちゃ

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.20 願書
2005.04.22 優先権証明書提出書
2005.05.27 認定･付加情報
2005.05.27 認定･付加情報
2005.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.11 拒絶査定

通常:
2005-033494
標準

通常 2005-033551

通常 2005-034494

通常 2005-034495

優先:
2005-035386
標準

通常:
2005-036730
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

【06】現代の木造軸組工法住宅の仕口補強に使用する金具で平成１２年建設省告示１４６ 【中間記録情報】
[審査]
０号の告示に該当する建築用連結金具
2005.04.14 願書
2005.06.03 手続補正指令書(出願)
2005.07.04 手続補正書
2005.07.07 手続補正書
2005.08.16 認定･付加情報
2005.08.16 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.20 手続補正書
2005.12.20 意見書
2005.12.20 認定･付加情報
2005.12.20 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定

12,28
38

指定商品・役務

06
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【中間記録情報】
[審査]
2005.04.25 願書
2005.04.25 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.17 拒絶査定

2007/3/1
13／56

３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

39

40

商標（見本）

商標

銀陶＼ギントウ

ぐんぐん消臭

種別 出願番号

区分

旨みセンサー

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]
2005.04.27 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，身体用防臭
2005.04.28 認定･付加情報
剤，身体用消臭剤，その他の化粧品，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香剤（身体
用のものを除く。），その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙， 2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
号)
【05】消臭剤（身体用のもの及び工業用のものを除く。），芳香消臭剤（身体用のもの及び工 2006.04.07 拒絶査定
2006.07.18 手続補正書(方式)
業用のものを除く。），防臭剤（身体用のもの及び工業用のものを除く。），脱臭剤（工業用
のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，
眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，おりもの専用
シート，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失
禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食
品，食餌療法用飲料
【11】家庭用電気式または電池式芳香器，家庭用電気式または電池式消臭器，家庭用電
気式または電池式芳香消臭器，家庭用電気式または電池式脱臭器，便所ユニット，浴室
ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，牛乳殺菌機，工
業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥
機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用加熱調理機械器具，業務
用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制御弁，パイプライン用栓，
汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄水装置，電球類及び照明
用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，ガス湯沸かし器，
加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽類，あんどん，
【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 【中間記録情報】
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機 [審査]
2005.04.28 願書
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
2005.04.28 認定･付加情報
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
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.04.21 拒絶査定
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

通常 2005-037711

通常:
2005-038331
標準

通常:
2005-038413
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

【08】包丁・ナイフ・はさみ
【21】きゅうす・コップ・杯・サラダボール・重箱・茶わん・徳利・鉢・ビールジョッキ・べんとう
箱・水差し・湯飲み・わん

11

41

指定商品・役務

08,21

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.13 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.05.25 手続補正書
2005.07.04 認定･付加情報
2005.07.04 認定･付加情報
2005.11.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

2007/3/1
14／56

３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,14,20

42

３ＯＱ

通常:
2005-038549
標準

09

43

44

45

46

ＤＩＳＰＬＡＹＰＯＲＴ

酸素浴

アロマ浴

ミスト浴

優先:
2005-039227
標準

【11】サウナ風呂用装置，家庭用サウナ室ユニット，家庭用赤外線温熱器，温気暖房装置，
温気炉，蒸気暖房装置，空気清浄装置，業務用空気浄化マイナスイオン発生器，家庭用
空気浄化マイナスイオン発生器，空気清浄用イオン化装置，家庭用電気式空気殺菌器，
蒸気式美顔器，家庭用加湿器

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.26 意見書
2006.04.06 拒絶査定

11

【11】サウナ風呂用装置，家庭用サウナ室ユニット，家庭用赤外線温熱器，温気暖房装置，
温気炉，蒸気暖房装置，空気清浄装置，業務用空気浄化マイナスイオン発生器，家庭用
空気浄化マイナスイオン発生器，空気清浄用イオン化装置，家庭用電気式空気殺菌器，
蒸気式美顔器，家庭用加湿器

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.20 意見書
2006.04.06 拒絶査定

11

【11】サウナ風呂用装置，家庭用サウナ室ユニット，家庭用赤外線温熱器，温気暖房装置，
温気炉，蒸気暖房装置，空気清浄装置，業務用空気浄化マイナスイオン発生器，家庭用
空気浄化マイナスイオン発生器，空気清浄用イオン化装置，家庭用電気式空気殺菌器，
蒸気式美顔器，家庭用加湿器

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.22 意見書
2006.04.06 拒絶査定
2006.09.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-039288
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

11
通常:
2005-039287
標準

通常:
2005-039289
標準

指定商品・役務

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に 【中間記録情報】
当たるものを除く。），金属製フランジ，キー，コッタ，いかり，金属製ビット，金属製金具，ワ [審査]
2005.04.28 願書
イヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属
製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製工具箱，金属製のタオル用ディ 2005.05.25 手続補正書
スペンサー，金属製建具，金庫，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，金属製彫刻
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.14 意見書
【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
2006.04.21 拒絶査定
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
【20】プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），カーテン金具，金属代用のプ
ラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター
（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製
のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マット
レス，麦わらさなだ，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆（金属製の
ものを除く。），ししゅう用枠，ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），旗ざお，うち
わ，せんす，植物の茎支持具，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，郵便受け（金属製
又は石製のものを除く。），帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，ハンガー
ボード，工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く。），
家具，屋内用ブラインド，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，額縁，石こう
【09】ビデオカメラ，デジタルディスクプレーヤー，デジタルディスクレコーダー，ビデオディス 【中間記録情報】
クプレーヤー，携帯電話機，自動車用テレビジョン受信機その他のテレビジョン受信機，音 [審査]
2005.05.02 願書
声及び画像の記録再生装置，その他の電気通信機械器具，コンピュータ，コンピュータ周
2005.05.10 手続補正書
辺機器，コンピュータプログラム，電子回路，その他の電子応用機械器具及びその部品，
2005.07.29 優先権証明書提出書
電線及びケーブル，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，録音済みのコ
ンパクトディスク，その他のレコード，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版 2005.08.26 認定･付加情報
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
物
条1項11号を除く))
2006.04.03 拒絶査定

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

2007/3/1
15／56

３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

47

48

49

50

商標（見本）

商標

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09

区分

【09】防御的かつ反応性アンチウィルスおよびアンチスパムフィルター・メッセージの暗号化
およびメッセージ内容のフィルタリングを提供するメール転送エージェントを設定するための
メール転送エージェントを備えた装置として販売されるコンピュータソフトウェア，無用の電
子メッセージの受信を防止するためのコンピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェア，
その他の電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.09 願書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.06.29 認定･付加情報
2005.06.29 認定･付加情報
2005.07.08 認定情報通知書
2005.07.15 拒絶理由通知書(その他+第4条1項11号)
2005.11.11 上申書
2005.11.14 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

09,16,28

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.20 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.13 意見書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定

12

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及び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，電子出版物
【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，
【12】自動車用車輪，自動車用部品及び付属品

09

【09】電子応用機械器具およびその部品，電気通信機械器具，電子出版物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.21 意見書
2005.12.21 手続補足書
2005.12.21 手続補足書
2005.12.21 代理人選任届
2006.01.26 認定･付加情報
2006.01.26 認定･付加情報
2006.01.26 認定･付加情報
2006.01.26 認定･付加情報
2006.04.11 拒絶査定

ＥＭＡＩＬ ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＭＡＮＡ 優先:
2005-039995
ＧＥＲ
標準

トンガリキッズ

ＭＯＴＥＧＩ

通常:
2005-040323
標準

通常:
2005-041283
標準

Ｅｃｏ Ｓｏｆｔｗａｒｅ＼エコソフトウ
通常 2005-041383
エア

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

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.05.19 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定

2007/3/1
16／56

３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

51

52

53

54

55

商標（見本）

商標

Ｅｃｏ Ｓｅｒｖｉｃｅ＼エコサービス

３ＳＡ

ハイパータップ

Ｃ１３０

ＴＨＥ ＯＲＩＧＩＮＡＬ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電子応用機械器具およびその部品，電気通信機械器具，電子出版物
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電
子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.21 意見書
2005.12.21 手続補足書
2005.12.21 手続補足書
2005.12.21 代理人選任届
2006.01.26 認定･付加情報
2006.01.26 認定･付加情報
2006.01.26 認定･付加情報
2006.01.26 認定･付加情報
2006.04.11 拒絶査定

09

【09】実験用機械器具，測定機械器具，写真機械器具，光学機械器具，配電用又は制御用
の機械器具，電源装置，電源制御装置，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子応用
機械器具及びその部品，電子回路（コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路を除
く。），プリント回路基板，プリント回路基板の検査装置及びその部品，コンピュータ用プログ
ラム，コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.24 意見書
2006.01.24 手続補足書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定

09

【09】配電用または制御用の機械器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2005.05.18 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

12,28,37

【12】航空機並びにその部品及び附属品
【中間記録情報】
【28】航空機の模型を用いた遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），航空機 [審査]
の模型を用いたゲーム，航空機の模型を用いた遊戯用器具
2005.05.16 願書
2005.08.16 優先権証明書提出書
【37】航空機の修理又は整備
2005.09.12 認定･付加情報
2005.11.29 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))
2006.04.25 拒絶査定
2006.11.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.15 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

10,20

【10】医療用長まくら，その他の医療用まくら，医療用クッション，医療用マットレス，医療用 【中間記録情報】
チェアパッド，その他の医療用パッド
[審査]
2005.05.16 願書
【20】長まくら（まくら下用），その他のまくら，クッション，オーバーレイマットレス，その他の
マットレス，チェアパッド，座布団
2005.06.29 優先権証明書提出書
2005.07.29 認定･付加情報
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.17 手続補正書
2006.04.17 手続補足書
2006.04.17 意見書
2006.04.25 拒絶査定
2006.05.22 認定･付加情報

通常 2005-041384

通常:
2005-041739
標準

通常:
2005-041933
標準

優先:
2005-042375
標準

優先:
2005-042585
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

09,42
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

56

ＭＩＮＩＮＡＶＩ

通常:
2005-042952
標準

10,24
57

58

59

ひやひやシーツ

ナチュラル面取り

ＰＡＲＴＹ＼ＡＮＤ ＷＩＮＥ

通常:
2005-043780
標準

ＦＩＮＥ ＣＬＡＤ

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.17 願書
2005.12.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.26 拒絶査定

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
【中間記録情報】
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト [審査]
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用 2005.05.19 願書
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の 2005.05.19 認定･付加情報
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及 2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料
2006.01.06 意見書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定

09,16,32,33,41,43

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及び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，電子出版物
【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，
【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及び
ケーブル，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極

通常:
2005-043818
標準

通常 2005-044495

通常:
2005-045531
標準

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.19 願書
2005.06.03 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

19

09

60

指定商品・役務
【09】ラジオ送信機，ラジオ受信機，音声受信機，映像受信機，送信装置（電気通信用のも
の），テレビジョン送信機，テレビジョン受信機，衛星放送受信機，船舶用通信機械器具，
衛星ナビゲーション装置，全地球位置測位装置（ＧＰＳ），搬送機械器具，レーダー探知機，
録音装置，レコードプレーヤー，ビデオディスクプレーヤー，音声用カセットプレーヤー，コン
パクトディスクプレーヤー，未記録の光ディスク，コンピュータ用ディスクドライブ，乗物用ナ
ビゲーション装置，携帯電話機，拡声器，コンピュータ用モニター，ＣＤチェンジャー，ＣＤプ
レーヤー，ＤＶＤプレーヤー，双方向無線機，携帯式ＭＰ３プレーヤー，液晶を用いたコン
ピュータモニター，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，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【10】床ずれ予防用マットレス用シーツ，腰痛緩和用マットレス用シーツ，病床用シーツ
【24】ベット用シーツ，クッション用シーツ，座布団用シーツ，まくら用シーツ，マットレス用
シーツ

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.20 願書
2005.05.20 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.07 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2005.05.25 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.24 意見書
2006.04.07 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

61

62

商標（見本）

商標

ＦＩＮＥ ＣＬＡＤ

歌詞プリ

種別 出願番号

区分

プリ画

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2005.05.25 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.24 意見書
2006.04.07 拒絶査定

09,16,35,40,41,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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，コン
ピュータプログラムその他の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及び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Ｃ
Ｄ－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，電子出版物，硬貨投入式写真シール作成機
【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，
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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，コン
ピュータプログラムその他の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及び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Ｃ
Ｄ－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，電子出版物，硬貨投入式写真シール作成機
【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，

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.11 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.07 拒絶査定

通常:
2005-045542
標準

通常:
2005-046190
標準

通常:
2005-046191
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

【06】鉄と鋼，非鉄金属及びその合金，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建
具，金属製金具，金属製建造物組立てセット，金属製包装用容器

09,16,35,40,41,42

63

指定商品・役務

06

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.11 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.07 拒絶査定
2007.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2007/3/1
19／56

３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

64

65

66

商標（見本）

商標

アイブロウスタイリング

ＳＥＣＵＲＥＶＯＩＰ

おすすめメニューバー

種別 出願番号

区分

09

【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電気磁気測定器，電線及びケーブ
ル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.13 意見書
2006.04.11 拒絶査定

09,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及び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，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【11】乾燥装置，換熱器，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，冷凍機械器具，家
庭用電熱用品類

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.05.30 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.07 拒絶査定

通常:
2005-046213
標準

通常:
2005-047451
標準

通常:
2005-047554
標準

デシカントエコ＼ＤＥＳＩＣＣＡＮＴ
通常 2005-048406
ＥＣＯ

※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】眉用化粧品，まゆ墨用ライニング化粧品，まゆ毛用ペンシル型化粧品，アイブローペ 【中間記録情報】
ンシル，美容院で行う刺青用の化粧品
[審査]
【08】眉切りハサミ，眉毛用電気かみそり
2005.05.12 願書
2005.07.08 手続補正指令書(出願)
【41】眉・目の際・唇等の皮膚への入れ墨に関するセミナーの企画・運営又は開催，眉・目
の際・唇等の皮膚への入れ墨に関する書籍の制作，眉・目の際等の皮膚への入れ墨の教 2005.10.12 刊行物等提出書
授，化粧方法及び化粧品に関する講演会・セミナーの企画・運営又は開催，化粧方法及び 2005.11.10 認定･付加情報
2005.11.18 刊行物等提出による通知書
化粧品に関する知識の教授，化粧方法及び化粧品に係る知識の教授に関する情報の提
供
2005.11.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
【44】ヘアーメイク，化粧方法に関する助言，メークアップ，ワックス・毛抜きを使用した美容 2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.13 手続補正書
2006.02.13 意見書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.03.23 認定･付加情報
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)
2006.04.14 拒絶査定

11
67

指定商品・役務

03,08,41,44

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.31 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定
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No.

68

69

70

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

11

【11】乾燥装置，換熱器，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，冷凍機械器具，家 【中間記録情報】
[審査]
庭用電熱用品類
2005.05.31 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

09,41

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
用のプログラム，業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気テー
プ・磁気ディスク・光ディスク・ＤＶＤ，その他の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，携帯電話機用ストラップその他の電気通信機械
器具，ダウンロード可能なゲームプログラム，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及び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，ダウンロード可能な音楽・音声，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，ダウン
ロード可能な画像・映像，電子出版物
【41】コンピュータネットワークまたは通信ネットワークを用いて行うゲーム・音楽・音声・画

ホームデシカント＼ＨＯＭＥＤＥ
通常 2005-048408
ＳＩＣＣＡＮＴ

※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

【11】乾燥装置，換熱器，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，冷凍機械器具，家 【中間記録情報】
[審査]
庭用電熱用品類
2005.05.31 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

デシカントミニ＼ＤＥＳＩＣＣＡＮＴ
通常 2005-048407
ＭＩＮＩ

スペ?ストル?パ?＼Ｓｐａｃｅ Ｔｒｏ
通常 2005-048509
ｏｐｅｒ

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.01 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2006.01.10 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))
2006.04.11 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

71

夜明けのＳｔｒａｙ ｓｈｅｅｐ＼よあ
通常 2005-048510
けのストレイシープ

11

72

73

74

75

スーパーリムダイナモ

Ｋｅｉｔａｉ‐Ｓｏｕｎｄ

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.01 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2006.01.10 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))
2006.04.11 拒絶査定

通常:
2005-048578
標準

【09】電子計算機用プログラム（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを 【中間記録情報】
含む。）
[審査]
2005.05.20 願書
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

09

【09】インターネット及び携帯電話を利用した映像・音楽の提供，インターネット及び携帯電 【中間記録情報】
話を通じてダウンロード可能な着信用のデジタル音楽・音声，インターネット及び携帯電話 [審査]
2005.05.19 願書
を通じてダウンロード可能な映像・画像，インターネット及び携帯電話による通信を用いて
2005.06.14 認定･付加情報
行う動画の提供，ストリーミング方式によるインターネット及び携帯電話を利用した画像及
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
び映像・音楽の提供
条1項11号を除く))
2006.04.07 拒絶査定

09

【09】インターネット及び携帯電話を利用した映像・音楽の提供，インターネット及び携帯電 【中間記録情報】
話を通じてダウンロード可能な着信用のデジタル音楽・音声，インターネット及び携帯電話 [審査]
2005.05.19 願書
を通じてダウンロード可能な映像・画像，インターネット及び携帯電話による通信を用いて
2005.06.14 認定･付加情報
行う動画の提供，ストリーミング方式によるインターネット及び携帯電話を利用した画像及
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
び映像・音楽の提供
条1項11号を除く))
2006.04.07 拒絶査定

通常 2005-048887

通常 2005-048888

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.01 願書
2005.06.02 認定･付加情報
2005.06.24 認定情報通知書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

09,42
ＡｎｔｉＭａｌｗａｒｅ＼アンチマルウェ
通常 2005-048857
ア

Ｋｅｉｔａｉ‐Ｍｕｓｉｃ

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
用のプログラム，業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気テー
プ・磁気ディスク・光ディスク・ＤＶＤ，その他の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，携帯電話機用ストラップその他の電気通信機械
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及び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，ダウン
ロード可能な音楽・音声，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，ダウンロード可能な画像・映像，電子出版
物
【41】コンピュータネットワークまたは通信ネットワークを用いて行うゲーム・音楽・画像・映
【11】自転車用照明灯，その他の電球類及び照明用器具
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No.

76

77

78

79

80

81

商標（見本）

商標

ナノフェライト

インテリジェント プロジェクタ

種別 出願番号

区分

09

【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器 【中間記録情報】
[審査]
具及びその部品
2005.06.03 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.14 拒絶査定

09

【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器 【中間記録情報】
[審査]
具及びその部品
2005.06.03 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

09

【09】プリント配線基板・部品実装基板の電気検査・測定装置用の補助具，プリント配線基 【中間記録情報】
板・部品実装基板の電気検査・測定用の探査針，プリント配線基板・部品実装基板の電気 [審査]
2005.06.03 願書
検査・測定用の探査具
2005.06.03 認定･付加情報
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.11 拒絶査定

19

【19】セメント及びその製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 意見書
2006.04.11 拒絶査定
2006.07.20 手続補正書(方式)

19

【19】セメント及びその製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 意見書
2006.04.11 拒絶査定
2006.07.20 手続補正書(方式)

通常:
2005-049676
標準

通常:
2005-049717
標準

チップテストクリップ＼ＣＨＩＰＴＥ
通常 2005-049758
ＳＴＣＬＩＰ

ファインウッド

通常:
2005-049771
標準

通常:
2005-049776
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

【11】暖冷房装置，冷凍機械器具，家庭用電熱用品類

インテリジェント ビジュアルカメ 通常:
2005-049718
ラ
標準

アンティークウッド

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.27 代理人変更届
2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶査定
2006.10.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2007/3/1
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

82

83

84

85

86

87

商標（見本）

商標

ハウスダスト発見センサー

ブロー缶

ＮＥＯＤＹＭＩＵＭ＼ネオジム

ＸＯＯＰＳ

ＳｉｍｐｌｅＣＯＤＥＣ

オーガニックストレージサービス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【07】家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯機，家庭用電気 【中間記録情報】
[審査]
掃除機，電気ミキサー
2005.06.03 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 意見書
2006.04.11 拒絶査定
2006.07.20 手続補正書(方式)
2006.07.20 手続補正書(方式)

06

【06】圧縮空気で膨らませた金属製缶

09

【09】サングラス，運動用ゴーグル，コンタクトレンズ，二重焦点レンズ，眼鏡用レンズ，水中 【中間記録情報】
マスク，水中眼鏡，普通眼鏡，眼鏡ふき，眼鏡ケース，その他の眼鏡，望遠鏡類，双眼鏡， [審査]
レンズ，その他の光学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，レンズ用ガラス，加工ガ 2005.06.06 願書
ラス（建築用のものを除く。）
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.13 期間延長請求書
2006.04.12 手続補正書
2006.04.12 意見書
2006.04.18 拒絶査定

09

【09】電子計算機用プログラム

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 拒絶査定

09

【09】金銭登録機，現金自動預金支払機，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，電子計算機，電子計算機用プログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テ
レビゲームおもちゃ用のプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，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及びＣＤ－ＲＯＭ，レ
コード，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，ダウン
ロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒
体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売
されるものを含む。）

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.07 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.27 意見書
2005.12.27 意見書
2005.12.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.07 拒絶査定

09

【09】金銭登録機，現金自動預金支払機，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，電子計算機，電子計算機用プログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テ
レビゲームおもちゃ用のプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，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及びＣＤ－ＲＯＭ，レ
コード，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，ダウン
ロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒
体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.07 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.17 意見書
2006.04.07 拒絶査定

通常:
2005-049815
標準

通常:
2005-050199
標準

通常 2005-050244

通常:
2005-050425
標準

通常:
2005-050541
標準

通常:
2005-050542
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

07
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.06 願書
2005.06.06 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.06 手続補正書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.02.06 認定･付加情報
2006.02.06 意見書
2006.04.14 拒絶査定

2007/3/1
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

88

３Ｄ Ｓｅｎｓｏｒ＼３Ｄ ＳＥＮＳＯＲ
通常 2005-050964
＼スリーディ センサー

09,42

89

Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｐａｃｋｅｔ Ｎｅｔｗｏｒｋ

通常:
2005-051275
標準

09
90

ライブカラオケ

通常:
2005-051279
標準

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

指定商品・役務
【09】金属溶断機，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別
用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイ
ムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，
郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬
貨作動式ゲート，ガス漏れ警報器，盗難警報器，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，半導体素子，その他の電子応
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，ロケット，自動車用シガーライター，事故
防護用手袋，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及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，電子楽器用自動演奏プログラ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
計算機用プログラム，その他の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及び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，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，コン
ピュータネットワークシステムのコンピュータソフトウェアの研究・分析・評価・設計・作成又
は保守，コンピュータネットワークシステムの機器の研究・分析・評価・設計，インターネット
【09】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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，カラオケ用録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 願書
2005.06.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.06.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.08 願書
2005.06.08 認定･付加情報
2005.12.13 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))
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.01.23 認定･付加情報
2006.01.23 意見書
2006.04.04 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.08 願書
2005.12.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.19 手続補正書
2006.01.19 意見書
2006.04.05 拒絶査定

2007/3/1
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

91

答え一発

93

94

95

96

ＣＰ４５００

ＣＬＫ

ＰＣロック

パソコンロック

インテリジェント ビューワ

09

【09】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

09

【09】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

09

【09】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

09

【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.07 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.07 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.07 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

通常:
2005-051426
標準

通常 2005-051719

通常:
2005-052026
標準

通常:
2005-052027
標準

通常:
2005-052029
標準

通常:
2005-052050
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]
2005.06.08 願書
2006.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.06 拒絶査定

02,06,40
92

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
器，ガス漏れ警報機，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
た電子回路及び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
【02】塗料，防錆グリース
【06】非鉄金属及びその合金，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，金属製の吹付け塗装用ブース，金属製金具，金属製建具
【40】金属の加工

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.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

【09】デジタルカメラ，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別
用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイ
ムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，
郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬
貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装
置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物
の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用
テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
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のプログラムを
記憶させた電子回路及び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
【09】理化学機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電気磁気測定器，電気通信機械器
具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2005.12.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.20 刊行物等提出書
2006.01.24 意見書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.01.27 刊行物等提出による通知書
2006.01.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.31 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.04.07 拒絶査定

09,42

【09】加速度計，速度計，スポーツ選手等の動作測定装置，電気磁気測定器，速度・加速
度・重力・傾斜角度・圧力・温度・湿度などを感知する各種センサーからのデータをロギング
する電子機器装置，速度・加速度・重力・傾斜角度・圧力・温度・湿度などを感知する各種
センサーからロギングしたデータを解析する電子計算機用プログラム
【42】速度・加速度・重力・傾斜角度・圧力・温度・湿度などを感知する各種センサーからロ
ギングしたデータを解析する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，速度・加速
度・重力・傾斜角度・圧力・温度・湿度などを感知する各種センサーからロギングしたデータ
を解析する電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.06.28 手続補正指令書(出願)
2005.07.25 上申書
2005.07.26 認定･付加情報
2005.07.26 認定･付加情報
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.30 手続補正書
2006.01.30 意見書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.01.31 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶査定

09,42

【09】ＩＣメモリカード，パーソナルコンピューター用カード状のフラッシュメモリ，半導体素子， 【中間記録情報】
集積回路，その他の電子応用機械器具及びその部品，データ処理成果物たる画像・文字 [審査]
2005.06.13 願書
情報の録画済み磁気記憶媒体・ＣＤ－ＲＯＭ・半導体メモリー，家庭用テレビゲームおも
ちゃ専用のメモリーカード，音声及び映像再生用フラッシュメモリカードプレーヤー
2005.06.15 手続補正書
2005.06.15 認定･付加情報
【42】半導体の試験・検査又は研究，半導体素子の試験・検査又は研究，集積回路の試
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
験・検査又は研究，半導体の検査に関する情報の提供，半導体・半導体素子及び集積回
路のデザインの考案又は提供，その他のデザインの考案，半導体のデザインの考案に関 第4条1項11号)
する情報の提供
2006.03.15 意見書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.31 認定情報通知書
2006.04.21 拒絶査定
2006.07.12 手続補正書(方式)
2006.09.11 上申書
2006.09.19 手続補正書

09

97

アンチシェイク＼ＡＮＴＩ ＳＨＡＫ
通常 2005-052071
Ｅ

09

98

99

100

ＵｔｉｌｉｔｙＳｔｏｒ

ＬＩＮＧＯ

ｅＭｅｍｏｒｙ

通常 2005-052085

通常:
2005-052136
標準

通常 2005-052754

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2005.12.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.12 意見書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.01.12 手続補足書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.04.26 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42

101

102

103

104

ＸＶＣＤ

健康空気

健康風

指定商品・役務

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

07

07

【07】遠心送風機，回転送風機，軸流送風機，ターボ送風機

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.01 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.20 手続補正書
2005.12.20 意見書
2006.04.14 拒絶査定

09,16

【09】スポーツ・音楽等を録画した映写フィルム・ビデオディスク又はビデオテープ
【16】雑誌，書籍，ＤＶＤ付きの書籍

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2005.06.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.06.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

通常:
2005-053257
標準

通常:
2005-053553
標準

通常:
2005-053554
標準

ＦＲＥＥＳＴＹＬＥ ＦＯＯＴＢＡＬＬ
通常 2005-053993
＼フリースタイル フットボール

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

中間記録

【09】電子計算機用プログラム，電子計算機，ワードプロセッサ，電子応用機械器具及びそ
の部品，電気通信機械器具，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及びＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物
【38】電気通信（放送を除く。），放送，移動体電話による通信，電子計算機端末による通
信，電話による通信，ファクシミリによる通信，インターネットを利用した電子計算機端末に
よる通信，電子掲示板による通信，電子メールによる通信
【41】電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する知識の教授，電子計算機の操作
方法に関する知識の教授，ホームページ開設のための知識の教授，電子計算機用プログ
ラムのプログラミング又は電子計算機用プログラムの設計・作成・保守に用いられるテクノ
ロジーに関する研究発表会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催，オンラインに
よる電子出版物の提供，電子計算機用プログラムの操作に関する検定試験の企画・運営・
実施，電子計算機用プログラムの操作に関する資格の認定
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計
算機・電子計算機用プログラムその他その用途に応じて的確な操作をするためには高度
の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び
説明，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機のプログラムの
設計・作成又は保守に関するコンサルティング又は助言，電子計算機用プログラムの使用
及び操作方法に関する質問に対する助言，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，
【07】遠心送風機，回転送風機，軸流送風機，ターボ送風機
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.01 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.20 手続補正書
2005.12.20 意見書
2006.04.14 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

105

106

107

108

109

商標（見本）

商標

電化エアー

電化ホット

電化クッキン

電化キッチン

電化ヒート

種別 出願番号

区分

11

【11】給水加熱器，空気余熱器，車両用ボイラー，蒸気過熱器，蒸気過熱低減器，船用ボイ
ラー，陸用ボイラー，温気暖房装置，温気炉，温水暖房装置，業務用加湿器，業務用除湿
機，蒸気暖房装置，単位誘引式空気調和装置，中央式空気調和装置，窓掛け式空気調和
装置，路面暖房装置，衣類乾燥器，加湿器，家庭浴槽用電気式温水浄化器，除湿機，電
気カーペット，電気がま，電気コーヒー沸かし，電気こたつ，電気こんろ，電気ストーブ，電
気足温器，電気トースター，電気火鉢，電気布団，電気ポット，電気毛布，電気レンジ，電
子レンジ，電磁調理器，布団乾燥機，ヘアドライヤー，ホットプレート，ルームクーラー

11

【11】ボイラー，冷凍機械器具，暖冷房装置，ヒートポンプ給湯暖房機，家庭用電熱用品類 【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.06.16 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 拒絶査定

11

【11】ボイラー，冷凍機械器具，暖冷房装置，ヒートポンプ給湯暖房機，家庭用電熱用品類 【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.06.16 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 拒絶査定

11

【11】給水加熱器，空気余熱器，車両用ボイラー，蒸気過熱器，蒸気過熱低減器，船用ボイ
ラー，陸用ボイラー，温気暖房装置，温気炉，温水暖房装置，業務用加湿器，業務用除湿
機，蒸気暖房装置，単位誘引式空気調和装置，中央式空気調和装置，窓掛け式空気調和
装置，路面暖房装置，衣類乾燥器，加湿器，家庭浴槽用電気式温水浄化器，除湿機，電
気カーペット，電気がま，電気コーヒー沸かし，電気こたつ，電気こんろ，電気ストーブ，電
気足温器，電気トースター，電気火鉢，電気布団，電気ポット，電気毛布，電気レンジ，電
子レンジ，電磁調理器，布団乾燥機，ヘアドライヤー，ホットプレート，ルームクーラー

通常:
2005-054307
標準

通常:
2005-054308
標準

通常:
2005-054309
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

【11】温気暖房装置，温気炉，衣類乾燥器，空気清浄器，電気ストーブ，電気足温器，布団 【中間記録情報】
[審査]
乾燥機，ヘアドライヤー，ルームクーラー
2005.06.16 願書
2005.06.16 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.08 手続補正書
2006.02.08 代理人受任届
2006.02.08 手続補足書
2006.02.08 手続補足書
2006.02.08 意見書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.09 認定･付加情報
2006.04.05 拒絶査定

通常:
2005-054298
標準

通常:
2005-054311
標準

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.06.16 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.08 手続補正書
2006.02.08 代理人受任届
2006.02.08 手続補足書
2006.02.08 手続補足書
2006.02.08 意見書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.09 認定･付加情報
2006.04.05 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.06.16 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.08 手続補正書
2006.02.08 代理人受任届
2006.02.08 手続補足書
2006.02.08 手続補足書
2006.02.08 意見書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.09 認定･付加情報
2006.04.05 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

110

111

112

113

商標（見本）

商標

ナノ保湿

欧体楷書

ダウンサイジングシステム

種別 出願番号

区分

09,42

【09】文字書体に関する電子データを記憶した記憶部を備える移動体電話機，文字書体に 【中間記録情報】
関する電子データを記憶した記憶媒体，文字書体に関する電子データを記憶した記憶部を [審査]
備える電子計算機
2005.06.16 願書
【42】文字書体に関する電子データを電子計算機において利用するためのプログラムの設 2006.01.24 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))
計・作成または保守，文字書体に関する電子データの提供
2006.04.18 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.25 拒絶査定

09,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及びＣＤ‐ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウェットスーツ，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，
電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】スピーカー

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.11 拒絶査定

通常:
2005-054368
標準

通常 2005-054499

通常:
2005-054984
標準

ｍａｉｌ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｍａｎａｇｅｍｅ 通常:
2005-055014
ｎｔ
標準

Ｈｙｂｒｉｄ Ｓｐｅａｋｅｒ

通常 2005-055047

※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

【07】家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯機，家庭用電気 【中間記録情報】
掃除機，電気ミキサー
[審査]
【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，家庭用電気式ヘアアイロン，電気ブザー
2005.06.16 願書
【10】マッサージ器，家庭用電気マッサージ器
2006.01.06 手続補正書
【11】業務用ヘアドライヤー，業務用電気式ヘアアイロン，業務用電気式超音波美顔器，そ 2006.01.10 手続補正書
の他の美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），家庭用ヘアドライヤー，家庭用 2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
電気式超音波美顔器，家庭用電気式足浴器，その他の家庭用電熱用品類
項16号)
2006.04.18 拒絶査定

09
114

指定商品・役務

07,09,10,11
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.11 拒絶査定

2007/3/1
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

115

116

117

118

119

120

商標（見本）

商標

フジイの岩磐浴

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【10】遠赤外線・マイナスイオンを用いる温熱治療用具
【11】遠赤外線・マイナスイオンを用いた電熱器具，家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.20 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.01.13 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))
2006.04.14 拒絶査定

06

【06】アルミニウム合金，伸銅品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.20 願書
2005.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.31 意見書
2006.04.07 拒絶査定

19

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.08 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.17 意見書
2006.01.17 手続補足書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.01.17 代理人選任届
2006.02.14 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶査定

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建具，金属製金具，金属製建造物組
立セット，金属製貯蔵槽類，金属製包装用容器，金属製家庭用水槽

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.07.07 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気通信機械器具，電子応用 【中間記録情報】
機械器具及びその部品
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 拒絶査定

07

【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

通常:
2005-055543
標準

レッドフィフティツーピー＼ＲＥＤ
通常 2005-055559
５２Ｐ

シロアリバリア

通常 2005-055601

シェードスクリーン ＳｈａｄｅＳｃｒ 通常:
2005-056239
ｅｅｎ
標準

ＰｏＥ＼ポーイー

通常 2005-056307

ムービングクレーン＼ｍｏｖｉｎｇｃ
通常 2005-056441
ｒａｎｅ

※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

10,11
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.22 手続補足書
2005.07.22 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.07 拒絶査定

2007/3/1
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06

121

エム・ユー

通常:
2005-056538
標準

07

122

エム・ユー

通常:
2005-056539
標準

08

123

エム・ユー

通常:
2005-056540
標準

09

124

エム・ユー

通常:
2005-056541
標準

10
125

エム・ユー

通常:
2005-056542
標準

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

指定商品・役務
【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，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），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。），金属製貯蔵槽
類，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，
【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
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ
り及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），か
つお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チー
ズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち
工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具
に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ
アセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
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，コン
ピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・フロッピーディス
ク・ＣＤ―ＲＯＭその他のデータ記録媒体，その他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及び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
【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
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11

126

エム・ユー

128

129

エム・ユー

エム・ユー

エム・ユー

13

【13】鉄砲，銃砲弾，火薬，爆薬，火工品及びその補助器具，戦車

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

19

【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ
んが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築
専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建
築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製
の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製の
ものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその
製品，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製
のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠
（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道
路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式
のものを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製のものを除く。），ビット及びボラード
（金属製のものを除く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家
庭用温室（金属製のものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），飛び込
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及び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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

通常:
2005-056543
標準

通常:
2005-056544
標準

通常:
2005-056545
標準

通常:
2005-056551
標準

09

130

用心棒

通常 2005-056703

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

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

12

127

指定商品・役務
【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，業務用食器消毒機，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
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附
属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕
用ゴムはり付け片

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.14 拒絶査定
2006.07.27 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.08.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定
2006.07.27 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.08.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

12

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及び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
【12】観光ガイド付カーナビゲーション

07

【07】スチームトラップ

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2005.06.30 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

12

【12】自転車およびその部品、付属品、その他本類に属する商品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.14 拒絶査定

06

【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 【中間記録情報】
属製建具，金属製のネームプレート及び標札，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便 [審査]
2005.06.24 願書
受け，金属製の可搬式家庭用温室，屋外用金属製ブラインド
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 拒絶査定

09

131

132

133

134

135

椿三十郎

観光ナビ

オリフィストラップ

ｓｉｍｐｌｅ ｓｔｙｌｅ

モダンアート

通常 2005-056704

通常 2005-056735

通常:
2005-056740
標準

通常 2005-057240

通常:
2005-057352
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。

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定
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区分
19

136

ガラスマーク

通常:
2005-057359
標準

07

137

水共振システム

通常 2005-057376

07

138

Ｗａｔｅｒ Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ Ｓｙｓｔｅｍ
＼ウォーター リゾナンス シス 通常 2005-057378
テム

11

139

極上圧力炊き

通常:
2005-057397
標準

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

指定商品・役務
【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ
んが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築
専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建
築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製
の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製の
ものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその
製品，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製
のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠
（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道
路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式
のものを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製のものを除く。），ビット及びボラード
（金属製のものを除く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家
庭用温室（金属製のものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），飛び込
【07】電子部品・セラミック・ガラス部品・プラスチック成形品・金属加工部品洗浄用の超音波
洗浄機，電子部品・セラミック・ガラス部品・プラスチック成形品・金属加工部品洗浄用の超
音波洗浄機専用超音波発振器，半導体製造装置，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，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
【07】電子部品・セラミック・ガラス部品・プラスチック成形品・金属加工部品洗浄用の超音波
洗浄機，電子部品・セラミック・ガラス部品・プラスチック成形品・金属加工部品洗浄用の超
音波洗浄機専用超音波発振器，半導体製造装置，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，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
【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，業務用ごみ焼却炉，家庭用ごみ焼却
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，家庭用エアーコンディショナーの室外機据え付け台，換気扇

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

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.24 意見書
2006.04.28 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.07.01 手続補正書
2006.01.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.04 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

140

ＳＭＡＲＴＩＮＴＥＲＦＡＣＥ

通常:
2005-057507
標準

09

141

ディーフォー

カツオの叩き

通常:
2005-057546
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]
2005.06.24 願書
2005.06.30 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

【09】移動体電話機・その他の電話機械器具用ゲームプログラム，移動体電話機・その他
の電話機械器具に内蔵されたゲームプログラム，ダウンロード可能な移動体電話機・その
他の電話機械器具用ゲームプログラム，ダウンロード可能な移動体電話機・その他の電話
機械器具用着信音・着信音声・着信メロディー，移動体電話機・その他の電話機械器具に
内蔵された音楽・音声プログラム，移動体電話機・その他の電話機械器具及びその部品・
付属品，移動体電話機用ストラップ，家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品・付属品，
家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラ
ムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他
の記録媒体，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲー
ムおもちゃ用ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機及びその部品・付属品，業務用テ
レビゲーム機用ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子
回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，ダウン
ロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，個人識別用記録媒体を使用した
ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，個人識別用記録媒体を使
用した業務用テレビゲーム機，顧客データ管理システムを持つ業務用テレビゲーム機，業
務用テレビゲーム機で使用する個人識別用記録媒体，リアルタイムにスコアをランキング
化し各ゲーム端末に配信出来るシステムを持つ業務用テレビゲーム機，パーソナルコン
ピューター用ゲームプログラム，ダウンロード可能なパーソナルコンピューター用ゲームプ
ログラム，パーソナルコンピューター用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディス
ク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，パーソナルコン
ピューター及びその部品・付属品，携帯情報端末用ゲームプログラム，ダウンロード可能な
携帯情報端末用ゲームプログラム，携帯情報端末及びその部品・付属品，電気通信機械
器具，録音済みＣＤ・ＭＤ・その他の音声・音楽録音済み記録媒体，ダウンロード可能な音

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.14 拒絶査定

通常:
2005-057540
標準

09

142

指定商品・役務
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用または制御用の機械器具，電池，電気磁気
測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガ
ラス（建築用のものを除く），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子応用機械器具
及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，スロットマシン，
運動技能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカー
ラー，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式または機械
式の道路標識，火災報知器，ガス漏れ報知器，事故防止用手袋，消火器，消火ホース用ノ
ズル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被
服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マス
ク，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，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，
金銭登録機，計算尺，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，ビリングマシン，
郵便切手のはり付けチェック装置，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮き袋，エアタンク，水
泳用浮き板，潜水用機械器具，レギュレーター，アーク溶接機，家庭用テレビゲームおも
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，未記録のディジタルビデオ
ディスク，磁気ディスク，未記録の携帯型デジタルデータ記録媒体，フラッシュメモリーカー
ド
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.28 手続補正書(方式)
2005.06.28 手続補正指令書(出願)
2005.06.29 認定･付加情報
2006.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.11 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

143

金魚すくい

通常:
2005-057549
標準

09

144

懐かしゲーム

通常:
2005-057550
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】移動体電話機・その他の電話機械器具用ゲームプログラム，移動体電話機・その他
の電話機械器具に内蔵されたゲームプログラム，ダウンロード可能な移動体電話機・その
他の電話機械器具用ゲームプログラム，ダウンロード可能な移動体電話機・その他の電話
機械器具用着信音・着信音声・着信メロディー，移動体電話機・その他の電話機械器具に
内蔵された音楽・音声プログラム，移動体電話機・その他の電話機械器具及びその部品・
付属品，移動体電話機用ストラップ，家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品・付属品，
家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラ
ムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他
の記録媒体，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲー
ムおもちゃ用ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機及びその部品・付属品，業務用テ
レビゲーム機用ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子
回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，ダウン
ロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，個人識別用記録媒体を使用した
ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，個人識別用記録媒体を使
用した業務用テレビゲーム機，顧客データ管理システムを持つ業務用テレビゲーム機，業
務用テレビゲーム機で使用する個人識別用記録媒体，リアルタイムにスコアをランキング
化し各ゲーム端末に配信出来るシステムを持つ業務用テレビゲーム機，パーソナルコン
ピューター用ゲームプログラム，ダウンロード可能なパーソナルコンピューター用ゲームプ
ログラム，パーソナルコンピューター用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディス
ク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，パーソナルコン
ピューター及びその部品・付属品，携帯情報端末用ゲームプログラム，ダウンロード可能な
携帯情報端末用ゲームプログラム，携帯情報端末及びその部品・付属品，電気通信機械
器具，録音済みＣＤ・ＭＤ・その他の音声・音楽録音済み記録媒体，ダウンロード可能な音
【09】移動体電話機・その他の電話機械器具用ゲームプログラム，移動体電話機・その他
の電話機械器具に内蔵されたゲームプログラム，ダウンロード可能な移動体電話機・その
他の電話機械器具用ゲームプログラム，ダウンロード可能な移動体電話機・その他の電話
機械器具用着信音・着信音声・着信メロディー，移動体電話機・その他の電話機械器具に
内蔵された音楽・音声プログラム，移動体電話機・その他の電話機械器具及びその部品・
付属品，移動体電話機用ストラップ，家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品・付属品，
家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラ
ムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他
の記録媒体，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲー
ムおもちゃ用ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機及びその部品・付属品，業務用テ
レビゲーム機用ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子
回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，ダウン
ロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，個人識別用記録媒体を使用した
ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，個人識別用記録媒体を使
用した業務用テレビゲーム機，顧客データ管理システムを持つ業務用テレビゲーム機，業
務用テレビゲーム機で使用する個人識別用記録媒体，リアルタイムにスコアをランキング
化し各ゲーム端末に配信出来るシステムを持つ業務用テレビゲーム機，パーソナルコン
ピューター用ゲームプログラム，ダウンロード可能なパーソナルコンピューター用ゲームプ
ログラム，パーソナルコンピューター用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディス
ク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，パーソナルコン
ピューター及びその部品・付属品，携帯情報端末用ゲームプログラム，ダウンロード可能な
携帯情報端末用ゲームプログラム，携帯情報端末及びその部品・付属品，電気通信機械
器具，録音済みＣＤ・ＭＤ・その他の音声・音楽録音済み記録媒体，ダウンロード可能な音

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.14 拒絶査定
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.14 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

145

思いでゲーム

通常:
2005-057551
標準

09

146

レトロゲーム

通常:
2005-057552
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】移動体電話機・その他の電話機械器具用ゲームプログラム，移動体電話機・その他
の電話機械器具に内蔵されたゲームプログラム，ダウンロード可能な移動体電話機・その
他の電話機械器具用ゲームプログラム，ダウンロード可能な移動体電話機・その他の電話
機械器具用着信音・着信音声・着信メロディー，移動体電話機・その他の電話機械器具に
内蔵された音楽・音声プログラム，移動体電話機・その他の電話機械器具及びその部品・
付属品，移動体電話機用ストラップ，家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品・付属品，
家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラ
ムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他
の記録媒体，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲー
ムおもちゃ用ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機及びその部品・付属品，業務用テ
レビゲーム機用ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子
回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，ダウン
ロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，個人識別用記録媒体を使用した
ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，個人識別用記録媒体を使
用した業務用テレビゲーム機，顧客データ管理システムを持つ業務用テレビゲーム機，業
務用テレビゲーム機で使用する個人識別用記録媒体，リアルタイムにスコアをランキング
化し各ゲーム端末に配信出来るシステムを持つ業務用テレビゲーム機，パーソナルコン
ピューター用ゲームプログラム，ダウンロード可能なパーソナルコンピューター用ゲームプ
ログラム，パーソナルコンピューター用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディス
ク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，パーソナルコン
ピューター及びその部品・付属品，携帯情報端末用ゲームプログラム，ダウンロード可能な
携帯情報端末用ゲームプログラム，携帯情報端末及びその部品・付属品，電気通信機械
器具，録音済みＣＤ・ＭＤ・その他の音声・音楽録音済み記録媒体，ダウンロード可能な音
【09】移動体電話機・その他の電話機械器具用ゲームプログラム，移動体電話機・その他
の電話機械器具に内蔵されたゲームプログラム，ダウンロード可能な移動体電話機・その
他の電話機械器具用ゲームプログラム，ダウンロード可能な移動体電話機・その他の電話
機械器具用着信音・着信音声・着信メロディー，移動体電話機・その他の電話機械器具に
内蔵された音楽・音声プログラム，移動体電話機・その他の電話機械器具及びその部品・
付属品，移動体電話機用ストラップ，家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品・付属品，
家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラ
ムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他
の記録媒体，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲー
ムおもちゃ用ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機及びその部品・付属品，業務用テ
レビゲーム機用ゲームプログラム，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子
回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，ダウン
ロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，個人識別用記録媒体を使用した
ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，個人識別用記録媒体を使
用した業務用テレビゲーム機，顧客データ管理システムを持つ業務用テレビゲーム機，業
務用テレビゲーム機で使用する個人識別用記録媒体，リアルタイムにスコアをランキング
化し各ゲーム端末に配信出来るシステムを持つ業務用テレビゲーム機，パーソナルコン
ピューター用ゲームプログラム，ダウンロード可能なパーソナルコンピューター用ゲームプ
ログラム，パーソナルコンピューター用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディス
ク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，パーソナルコン
ピューター及びその部品・付属品，携帯情報端末用ゲームプログラム，ダウンロード可能な
携帯情報端末用ゲームプログラム，携帯情報端末及びその部品・付属品，電気通信機械
器具，録音済みＣＤ・ＭＤ・その他の音声・音楽録音済み記録媒体，ダウンロード可能な音

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.14 拒絶査定
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.14 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.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

09,16,18,35,36,39,4 【09】ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像，ダウンロード可能な電子書籍，ダ 【中間記録情報】
ウンロード可能な家庭用テレビゲームソフト，電気通信機械器具，電子応用機械器具及び [審査]
1,43

147

地球の歩き方

通常 2005-057579

09,42

148

ＣｌｏｓｅｄＮｅｔｗｏｒｋＧｒｏｕｐ

通常:
2005-057743
標準

09,28
149

デカコイン

その部品，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及びＤＶＤ，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・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ，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・ビデオテープ及びＤＶＤ，電
子出版物
【16】双書
【18】カバン類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ
【35】広告，市場調査，旅行及び旅行施設に関する市場調査・市場分析及びそれらの情報
の提供，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売
の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，求人情報の提供，トレーディングスタンプ
の発行
【36】外貨両替に関する情報の提供，外国為替取引に関する情報の提供，クレジットカー
ド・デビットカードの発行の取次ぎ又はあっせん，クレジットカード会員の募集及び会員の管
理，損害保険契約の締結の代理，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害
保険契約の締結の代理，損害保険の引受け，建物又は土地の情報の提供
【39】車両輸送・鉄道輸送・船舶輸送・航空機輸送による輸送に関する情報の提供，主催旅
行に関する情報の提供，旅行に関する（宿泊に関するものを除く。）情報の提供，主催旅行
の企画又は実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・
媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供，他人の携帯品の一時預かり
【41】コンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約
可能情報の提供，文化又は教育のための博覧会・展覧会・講演会に関する情報の提供，
映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供，スポーツの
開催に関する情報の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及び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，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】スロットマシン
【28】パチンコ器具

通常:
2005-058103
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。

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

2005.06.24 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2005.06.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.06.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.07.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.07 拒絶査定
2006.08.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.10 意見書
2006.04.07 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定
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No.

150

151

152

153

154

155

156

157

商標（見本）

商標

デカメダル

琉球

琉球王国

琉球回胴

ストッパーブロック

ストア管理

§ＧＲＥＥＮ ＬＡＳＥＲ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】スロットマシン
【28】パチンコ器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン
【28】パチンコ器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン
【28】パチンコ器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン
【28】パチンコ器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

19

【19】コンクリート製車止め

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 拒絶査定

09,35

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

09

【09】企業の営業管理・購買管理・開発管理・労務管理・その他事務作業における作業負荷
と処理能力の平準化及び管理に用いるコンピュータプログラム
【35】企業の営業管理・購買管理・開発管理・労務管理・その他事務作業における作業負荷
と処理能力の平準化及び管理，企業の営業管理・購買管理・開発管理・労務管理・その他
事務作業における作業負荷と処理能力の平準化及び管理に関する情報提供，企業の営
業管理・購買管理・開発管理・労務管理・その他事務作業における作業負荷と処理能力の
平準化及び管理に関する指導及び助言
【09】光学機械器具，測定機械器具，電子応用機械器具及びその部品

07

【07】餅つき機

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.10 拒絶査定

通常:
2005-058104
標準

通常:
2005-058105
標準

通常:
2005-058106
標準

通常:
2005-058107
標準

通常:
2005-058128
標準

通常:
2005-058341
標準

通常 2005-058373

もちつきＣｏｏｋｅｒ＼もちつきクッ
通常 2005-058441
カー

※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

09,28
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.28 認定･付加情報
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.11 拒絶査定
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No.

158

159

160

161

商標（見本）

商標

スマートキーシステム

Ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｙ

地球見聞録

暮らしコーディネート

種別 出願番号

区分

ＣＤを聞くだけで

09

【09】理化学実験用の純水製造装置，その他の理化学機械器具

09

【09】録音済みのコンパクトディスク，録画済みビデオディスク及びビデオテープ

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.10 拒絶査定

11,20,37

【11】電球類及び照明用器具，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，暖冷房装置，冷凍
機械器具，浄水装置，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
【20】医療専用ベッド，医療用ウォーターベッド，介護用ベッド，その他の家具，海泡石，こは
く，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用いす，理髪店用いす，
プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金属製又は石製のもの
を除く。），輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金属代用のプラスチック
製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属製の
ものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除
く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，麦わ
らさなだ，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆（金属製のものを除
く。），ししゅう用枠，ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），旗ざお，うちわ，せん
す，植物の茎支持具，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，きゃたつ及びはしご（金属
製のものを除く。），郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），帽子掛けかぎ（金属製の
ものを除く。），買物かご，家庭用水槽（金属製又は石製のものを除く。），ハンガーボード，
工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く。），屋内用
ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，アドバルーン，木
製又はプラスチック製の立て看板，食品見本模型，人工池，葬祭用具，揺りかご，幼児用
歩行器，マネキン人形，洋服飾り型類，スリーピングバッグ，額縁，石こう製彫刻，プラス
チック製彫刻，木製彫刻，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮，あし，い，おにがや，
すげ，すさ，麦わら，わら，きば，鯨のひげ，甲殻，人工角，ぞうげ，角，歯，べっこう，骨，さ
【09】録音済み又は録画済みの記録媒体，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロー
ドにより販売されるものを含む。）
【16】印刷物，出版物

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2006.01.11 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))
2006.04.12 拒絶査定

通常:
2005-058480
標準

通常:
2005-059109
標準

通常:
2005-059122
標準

通常:
2005-059405
標準

通常 2005-059989

※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

【12】自動車の部品及び附属品

09,16
162

指定商品・役務

12
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 願書
2005.06.30 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.01 意見書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定
2006.09.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2006.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.04 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.07.08 認定･付加情報
2006.01.20 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))
2006.04.21 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

163

164

165

166

167

168

169

170

商標（見本）

商標

エコＰ

岩戸天照石

ＬＩＶＥＳＯＵＮＤ

見立天照石

ＰａｔｅｎｔＢｒｏｗｓｅｒ

Ｍ・ＳＹＳＴＥＭ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.01 願書
2005.07.01 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.26 拒絶査定

19

【19】石材，床用石材

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.01 願書
2005.07.04 認定･付加情報
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.24 拒絶査定

09

【09】スピーカー及びその他の電気通信機械器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.01 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.25 拒絶査定

19

【19】石材，床用石材

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.04 願書
2005.07.05 認定･付加情報
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.10 拒絶査定

09

【09】電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路，磁 【中間記録情報】
[審査]
気ディスク，磁気テープその他の周辺機器を含む。）
2005.07.04 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

09

【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電気磁気測定器，電気通信機械器
具，電子応用機械器具及びその部品

19

【19】セメント及びその製品，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の 【中間記録情報】
建築用又は構築用の専用材料，ポルトランドセメント，シリカセメント，高炉セメント，石灰く [審査]
2005.06.21 願書
ずセメント，マグネシアセメント，アルミナセメント
2005.12.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

09

【09】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，電気磁気測定
器，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，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，電動式扉自動開閉装置，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，電池，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，磁心，抵抗線，電極，電子出版物

通常 2005-060091

通常:
2005-060407
標準

通常:
2005-060414
標準

通常:
2005-060626
標準

通常:
2005-060628
標準

通常:
2005-060949
標準

通常:
2005-061167
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

【06】被覆付金属製パイプ

漆喰ペイント＼しっくいペイント 通常 2005-061024

ＡＧＰ

指定商品・役務

06
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.05 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.18 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

171

ＤＥＳＩＧＮ ＣＡＭ＼デザイン
キャム

通常 2005-061287

09

172

ＣＡＤＣＡＭ融合

通常 2005-061288

09

173

Ｓｉｌｉｃｏｎｅ Ｌｅｎｓ

指定商品・役務
【09】ＣＡＤ及びＣＡＭ用コンピュータプログラム，ＣＡＤ及びＣＡＭ用コンピュータプログラムを
記憶させた記録媒体，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，
電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，
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，メトロノーム，電
子応用機械器具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，
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
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技
能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気
ブザー，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，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズ
ル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，
防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，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，電子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動
式ゲート，金銭登録機，計算尺，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，
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，
【09】ＣＡＤ及びＣＡＭ用コンピュータプログラム，ＣＡＤ及びＣＡＭ用コンピュータプログラムを
記憶させた記録媒体，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，
電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，
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，メトロノーム，電
子応用機械器具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，
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
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技
能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気
ブザー，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，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズ
ル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，
防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，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，電子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動
式ゲート，金銭登録機，計算尺，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，
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，
【09】ＬＥＤ用レンズ，その他の光学機械器具

通常:
2005-061655
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]
2005.07.05 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.21 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.05 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.06 願書
2005.07.06 上申書
2005.07.12 認定･付加情報
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.24 拒絶査定

2007/3/1
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42,45

174

ＩＤマネージャー

通常:
2005-062435
標準

09,38,41,42

175

デジタルシュレッダー＼ＤＩＧＩＴＡ
通常 2005-062438
ＬＳＨＲＥＤＤＥＲ

06,19
176

指定商品・役務
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム（電気通信回線を通じて
ダウンロードにより販売されるものを含む。），システム管理に使用される電子計算機用プ
ログラム，施設の遠隔監視システムで使用される電子計算機，施設の遠隔監視システムで
使用される電子計算機用プログラム，防犯・防災用監視警報装置，防犯・防災用監視通報
装置，施設の遠隔監視システムで使用される防犯・防災用監視警報装置，施設の遠隔監
視システムで使用される防犯・防災用監視通報装置，電気通信機械器具，データ通信用機
械器具，施設の遠隔監視システムで使用される電気通信機械器具
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，コンピュータシステムの設計，コン
ピュータシステムの設計・作成に関するコンサルティング，電気計算機システム及び通信
ネットワークシステムの設計・作成又は保守，電子計算機システムで使用される機器への
コンピュータプログラムの導入又は保守に関するコンサルティング，サーバーコンピュータ
のプログラムの環境設定，コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用の電子計算機
のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング及びこれらに関する情報の
提供，電子計算機を用いた施設の遠隔監視システムの設計・作成又は保守，電子計算機
の貸与，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機端末を用いた通信によるコンピュー
タプログラムの提供，施設の遠隔監視システムで使用される電子計算機の貸与，施設の遠
隔監視システムで使用される電子計算機用プログラムの提供
【45】遠隔監視システムによる施設の監視・警備，遠隔管理システムによる火災警備・ガス
漏れ警備・防犯警備，遠隔監視カメラ・通信ネットワークを利用した住居の警備，工場施設
の警備，防犯用及び保安用警報機による監視，防犯監視装置の貸与，施設の遠隔監視シ
ステムで使用される防犯・防災用監視警報装置の貸与，施設の遠隔監視システムで使用
【09】電子応用機械器具及びその部品
【38】データを暗号化して行なうデータ通信，電子計算機端末による暗号化処理を施した通
信，その他の電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話
機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【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，通信回線を利用した画像の提供，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。），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，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸
与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻
訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のデータの暗号化・保全のために用いる電子計算機用プログラムの設計・作成
【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
【19】プラスチック製建築専用材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。）

ｂｅａｕｔｙｘ＼ビューティーエックス 通常 2005-062443

※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]
2005.07.07 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2005.07.07 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.27 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

177

178

179

180

181

商標（見本）

商標

防災ベスト

防災ジャケット

南信州．ＣＯＭ

ＧＲＬｅｎｓ

曜日占い

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】救命用具，防火被服
【25】洋服，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.25 願書
2005.07.22 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.14 拒絶査定

09,25

【09】救命用具，防火被服
【25】洋服，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.25 願書
2005.07.22 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.14 拒絶査定

09,35

【09】電子出版物
【35】広告，商品の販売に関する情報の提供，求人情報の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，写真機械器具，映画機械器
具，光学機械器具，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，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，電子出版物，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2005.07.08 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.23 意見書
2006.04.14 拒絶査定

09,16,41,45

【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，ガン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，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及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ，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，電子出版物
【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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.07 拒絶査定

通常 2005-062745

通常 2005-062746

通常 2005-062754

通常:
2005-063026
標準

通常 2005-063287

※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

09,25
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No.

182

183

184

185

186

187

188

商標（見本）

商標

ＥＳＤ

反射型ＬＥＤ

ピーエックス

エルシー

種別 出願番号

指定商品・役務

11

【11】電球類及び照明用器具，ＬＥＤランプを使用した自動車用ライト，ＬＥＤランプを使用し 【中間記録情報】
[審査]
た自転車用照明灯，ＬＥＤランプを使用したプロジェクター機器
2005.07.08 願書
2005.08.19 手続補正指令書(出願)
2005.08.22 手続補正書(方式)
2005.09.20 認定･付加情報
2006.01.27 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))
2006.04.28 拒絶査定

12

【12】船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。），自動車並びにその部 【中間記録情報】
品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品，自転車並びにその部品及び附 [審査]
属品，電動三輪車並びにその部品及び附属品，車いす並びにその部品及び附属品，牽引 2005.07.11 願書
2005.07.11 認定･付加情報
車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械器具，陸上の乗物用の機械要
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり
条1項11号を除く))
付け片，乗物用盗難警報器
2006.04.12 拒絶査定

12

【12】船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。），自動車並びにその部 【中間記録情報】
品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品，自転車並びにその部品及び附 [審査]
属品，電動三輪車並びにその部品及び附属品，車いす並びにその部品及び附属品，牽引 2005.07.11 願書
2005.07.11 認定･付加情報
車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械器具，陸上の乗物用の機械要
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり
条1項11号を除く))
付け片，乗物用盗難警報器
2006.04.12 拒絶査定

07

【07】金属加工機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，ミシン，動力機
械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。），陸上の乗物用の動力機械の部
品，風水力機械器具，業務用電気洗濯機，業務用電気掃除機，家庭用食器洗浄機，家庭
用電気洗濯機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，動
力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2005.07.11 認定･付加情報
2006.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.17 拒絶査定

09

【09】テレビ会議システムのための遠隔通信用電気通信機械器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.18 拒絶査定

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

通常:
2005-063327
標準

通常:
2005-063337
標準

通常:
2005-063338
標準

通常:
2005-063409
標準

テレ会議

通常:
2005-063468
標準

通常 2005-063506

※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

【10】医療用機械器具

通常:
2005-063290
標準

お掃除センサー

スライドトップ

区分
10
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2006.01.06 早期審査に関する事情説明書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.06 認定･付加情報
2006.02.08 早期審査に関する報告書
2006.02.17 早期審査選定結果の通知書
2006.04.21 拒絶査定
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No.

189

190

191

192

商標（見本）

商標

京画

ホームエスカレーター

ラミネーター

おまかせワンタッチコピー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】あんどん，ちょうちん

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.25 拒絶査定

07

【07】機械器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2006.01.20 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))
2006.04.21 拒絶査定

07

【07】ラミネートフィルム包装用機械器具ラミネートビニール包装用機械器具ビニール包装
用機械器具、その他本類に属する商品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2006.01.20 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))
2006.04.21 拒絶査定

09

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及び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

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.12 願書
2005.07.12 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.17 意見書
2006.04.07 拒絶査定

通常:
2005-063617
標準

通常:
2005-063688
標準

通常 2005-063740

通常:
2005-063842
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

11
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

193

ＧｌｏｂａｌＳｅｒｖｉｃｅｓ

通常 2005-063858

11
194

柿渋古代塗り

通常:
2005-063956
標準

09
195

ｍ２

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及び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，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【11】こたつ，石炭ストーブ，暖炉，火鉢，かまど，七輪，天火，ガステーブル，バーベキュー
グリル，炭火用木製こんろ，加熱器

通常 2005-063969

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

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.12 願書
2005.07.12 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.03 意見書
2006.04.21 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.12 願書
2005.07.13 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

【09】メモリーカード・その他の電子応用機械器具及びその部品，写真機械器具，映画機械 【中間記録情報】
器具，光学機械器具，測定機械器具，電気通信機械器具，家庭用テレビゲームおもちゃ， [審査]
電子出版物，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， 2005.07.12 願書
2005.07.12 認定･付加情報
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
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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，火
2006.04.18 拒絶査定
災報知器，ガス漏れ警報器，盗難警報器，自動販売機
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41,42

196

ＨＤ Ｓｏｕｎｄ

通常:
2005-064161
標準

09

197

リダンダントアダプター

通常:
2005-064754
標準

09

198

ＥＳ Ｉｎｔｅｇｒａｔｏｒ

通常:
2005-065052
標準

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

指定商品・役務
【09】ダウンロード可能な映像・画像・音声・音楽・ゲーム，ダウンロード可能な書籍・雑誌そ
の他の電子出版物及び画像・文字情報，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク
溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨
の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用
の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，
ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装
置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリ
ンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用
信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械
器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレー
ター，運動技能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及び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，音楽等の音声データを記録したＣＤ－ＲＯＭ，録音済みコンパ
クトディスク・カセットテープ・ミニディスク・ＣＤ－ＲＯＭ，録音又は録画済み磁気ディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・コンパクトディスク・ＤＶＤ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデ
オテープ，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
【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
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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，電源装置，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，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
た電子回路及び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
【09】金銭登録機，現金自動預金支払機，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，電子計算機，電子計算機用プログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テ
レビゲームおもちゃ用のプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，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及びＣＤ－ＲＯＭ，レ
コード，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，ダウン
ロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒
体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.12 願書
2005.07.22 手続補正指令書(出願)
2005.07.26 上申書
2005.08.05 認定･付加情報
2006.01.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.18 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.01 意見書
2006.04.21 拒絶査定
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No.

199

200

商標（見本）

商標

ＴＹＰＥ Ｒ

木目金美術館

種別 出願番号

区分

202

203

ＳＫ－ＳＧ＼エスケイエスジイ

ＳＥＫＩＮＥ

ｙａｍａｇＵＣＨＩ

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定
2006.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.31 手続補正書(方式)
2006.07.31 手続補正書
2006.08.01 手続補足書
2006.12.21 登録料納付
[登録]
2006.12.20 登録査定書
2006.12.21 設定納付書
2007.01.23 登録証

08,14,41

【08】ナイフ，ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手
持ち工具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気
かみそり及び電気バリカン，その他の手動利器（「刀剣」を除く。），刀剣，手動工具，エッグ
スライサー（電気式のものを除く。），かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴
金属製のものを除く。），スプーン，チーズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター
（電気式のものを除く。），フォーク，アイロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り
器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，
護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディ
キュアセット，まつ毛カール器，マニキュアセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケ
ル，パレットナイフ
【14】キーホルダー，貴金属，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，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，書籍の制作，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。），興行の企画・運営又は開催（映画・演
【09】電子応用機械器具及びその部品
【42】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.01 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.14 拒絶査定

通常 2005-065155

通常:
2005-065290
標準

通常 2005-065400

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.07.15 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 意見書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附 【中間記録情報】
[審査]
属品
2005.07.15 願書
2005.07.21 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附 【中間記録情報】
[審査]
属品
2005.07.15 願書
2005.07.21 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

通常 2005-065427

通常 2005-065429

中間記録

【12】自動車

09,42

201

指定商品・役務

12
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No.

204

205

206

207

208

209

商標（見本）

商標

何する

何みる

何録る

図形商標

ウッドサイディング

メガネチャーム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】オゾン発生器，業務用テレビゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技 【中間記録情報】
[審査]
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
2005.07.15 願書
具，測定機械器具，電池，電気磁気測定器，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブ
2005.12.27 代理人変更届
ザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 意見書
2006.04.04 拒絶査定

09

【09】オゾン発生器，業務用テレビゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技 【中間記録情報】
[審査]
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
2005.07.15 願書
具，測定機械器具，電池，電気磁気測定器，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブ
2005.12.27 代理人変更届
ザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 意見書
2006.04.04 拒絶査定
2006.07.06 手続補正書

09

【09】オゾン発生器，業務用テレビゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技 【中間記録情報】
[審査]
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
2005.07.15 願書
具，測定機械器具，電池，電気磁気測定器，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブ
2005.12.27 代理人変更届
ザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 意見書
2006.04.04 拒絶査定

06,09

【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
【09】電動式扉自動開閉装置，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.20 願書
2005.07.20 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.19 拒絶査定

19

【19】木製建築専用材料

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.20 願書
2005.07.20 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

09

【09】眼鏡部品及び付属品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

通常:
2005-065739
標準

通常:
2005-065741
標準

通常:
2005-065743
標準

通常 2005-066554

通常:
2005-066880
標準

通常 2005-066940

※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

09
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2007/3/1
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

210

211

212

213

商標（見本）

商標

ＥＸボディ

ＥＸ－ＢＯＤＹ

ＥＸ－Ｂｏｄｙ

フィルターリフレッシュロボ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【06】自動車用・船舶用・鉄道車両用金属製輸送用コンテナ，その他の金属製輸送用コンテ 【中間記録情報】
ナ
[審査]
2005.07.21 願書
【12】自動車並びにその部品及び附属品
2005.07.21 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.06 意見書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.07 手続補足書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定
2006.08.07 上申書
2006.09.01 手続補正書
2006.09.01 手続補足書

06,12

【06】自動車用・船舶用・鉄道車両用金属製輸送用コンテナ，その他の金属製輸送用コンテ 【中間記録情報】
ナ
[審査]
2005.07.21 願書
【12】自動車並びにその部品及び附属品
2005.08.04 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.06 意見書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.07 手続補足書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

06,12

【06】自動車用・船舶用・鉄道車両用金属製輸送用コンテナ，その他の金属製輸送用コンテ 【中間記録情報】
ナ
[審査]
2005.07.21 願書
【12】自動車並びにその部品及び附属品
2005.08.04 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.06 意見書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.07 手続補足書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

07

【07】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

通常:
2005-067063
標準

通常:
2005-067064
標準

通常:
2005-067065
標準

通常:
2005-067161
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

06,12
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.21 願書
2005.07.22 手続補正書(方式)
2005.08.19 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

2007/3/1
52／56

３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

09,16,35,36,39,41,4
2,44,45

09

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
用のプログラム，業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気テー
プ・磁気ディスク・光ディスク・ＤＶＤ，その他の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，携帯電話機用ストラップその他の電気通信機械
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及び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，ダウン
ロード可能な音楽・音声，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，ダウンロード可能な画像・映像，電子出版
物
【41】コンピュータネットワークまたは通信ネットワークを用いて行うゲーム・音楽・画像・映
【09】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，票数計算機，ビリ
ングマシン，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気
通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，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及びＣＤ－ＲＯＭ，スロット
マシン，レコード，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－ＲＯ
Ｍ，映写フィルム，スライドフィルム，記録済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版
物
【16】文書細断機，文房具類，印刷物，書画，写真
【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，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく
は証明，職業のあっせん，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，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレック
ス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの
貸与，求人情報の提供
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
【09】電極

09

【09】電極

09,41

214

215

216

217

終わらないナツヤスミ

通常:
2005-067407
標準

イー・シュレッダー＼ｅ－ＳＨＲＥ
通常 2005-067432
ＤＤＥＲ

ホームアース

マンホールアース

通常:
2005-067434
標準

通常:
2005-067435
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]
2005.07.21 願書
2005.07.22 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.25 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2006.01.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.14 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.21 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

2007/3/1
53／56

３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

218

219

220

221

222

223

224

商標（見本）

商標

エコノミー側溝

§ｒｏＣｏＣｏ

Ａｒｔｅｓａｎｏ

リュ・シウォン

シウォン

§柳 時元

Ｓｉｗｏｎ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】セメント及びその製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

06

【06】金属製テラス組み立てセット

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2005.09.02 手続補正指令書(出願)
2005.09.14 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定

09,14

【09】眼鏡
【14】身飾品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.26 願書
2006.01.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 意見書
2006.04.18 拒絶査定

09,14,16,25

【09】録画済ビデオディスク及びビデオテープ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，その他の録画済み
記憶媒体
【14】貴金属，身飾品，時計，キーホルダー
【16】文房具類，印刷物，写真，写真立て
【25】洋服

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.08.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.10 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

09,14,16,25

【09】録画済ビデオディスク及びビデオテープ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，その他の録画済み
記憶媒体
【14】貴金属，身飾品，時計，キーホルダー
【16】文房具類，印刷物，写真，写真立て
【25】洋服

09,14,16,25

【09】録画済ビデオディスク及びビデオテープ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，その他の録画済み
記憶媒体
【14】貴金属，身飾品，時計，キーホルダー
【16】文房具類，印刷物，写真，写真立て
【25】洋服

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.08.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.10 認定･付加情報
2005.08.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.21 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.15 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

09,14,16,25

【09】録画済ビデオディスク及びビデオテープ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，その他の録画済み
記憶媒体
【14】貴金属，身飾品，時計，キーホルダー
【16】文房具類，印刷物，写真，写真立て
【25】洋服

通常 2005-067480

通常 2005-067994

通常 2005-069122

通常 2005-070089

通常 2005-070090

通常 2005-070091

通常 2005-070093

※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

19
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.15 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.21 拒絶査定

2007/3/1
54／56

３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28,41

225

226

227

228

木製ガードレール

ハーフパイプ

19

19

【19】道路用木製ガードレール

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

19

【19】セメント及びその製品（コンクリート管・石綿セメント管・セメントモルタル管・ヒューム管 【中間記録情報】
[審査]
及びその他の管状の製品を除く。）
2005.08.01 願書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.24 手続補正書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.02.24 認定･付加情報
2006.02.24 意見書
2006.04.03 拒絶査定

通常:
2005-070848
標準

通常:
2005-070860
標準

通常:
2005-071245
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]
2005.07.29 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

レイン・オブ・ダークネス＼Ｒｅｉｇ
通常 2005-070579
ｎ ｏｆ Ｄａｒｋｎｅｓｓ

エコビーム

指定商品・役務
【09】業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機の筐体，業務用テレビゲーム機のプロ
グラムを記憶させた電子回路その他の記憶媒体，業務用ゲーム機のプログラム，業務用
テレビゲーム機の部品及び付属品，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラ
ム及び同追加データ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練
用シミュレーター，ダウンロード可能な移動体電話用コンピュータプログラム・待ち受け画
像・着信音用音楽・着信音用音声，コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁
気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びそ
の部品（マウスパッド，キーボードカバーその他の周辺機器を含む。），ダウンロード可能な
コンピュータ用プログラム及びコンピュータ用ゲームの追加データ，電気通信機械器具（携
帯電話用ストラップその他の電気通信機械器具の部品及び附属品を含む。），家庭用テレ
ビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた読出し専用の
カートリッジ式電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク・その
他の記憶媒体，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム及び同追加
データ，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及びＣＤ－
ＲＯＭその他の記憶媒体，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログ
ラム及び同追加データ，レコード（録音済みコンパクトディスクを含む。），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その他の記憶媒体，ダウンロード
可能な音楽，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，ダウンロード可能な画像，電子出版物，自動販売機，遊戯用メ
ダル貸出機
【28】業務用ゲーム機（業務用テレビゲーム機を除く。），業務用ゲーム機の筐体（業務用テ
レビゲーム機用のものを除く。），業務用ゲーム機の部品・周辺装置及び附属品（業務用テ
レビゲーム機の部品・周辺装置及び附属品を除く。），業務用遊戯ロボット，その他の遊園
地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），遊戯用器具，ビリヤード用具，囲碁用具，
【19】木材
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.09.02 手続補正指令書(出願)
2005.09.16 上申書
2005.10.19 認定･付加情報
2005.10.19 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

2007/3/1
55／56

３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

229

230

231

232

233

商標（見本）

商標

１／ｆのゆらぎ健康法

ＢｏｎｅＡｇｅ

スモールパワー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】音楽・音声・映像を記録したＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な音楽・ 【中間記録情報】
音声・映像，コンピュータネットワークを介したダウンロード可能なダウンロード可能な音楽・ [審査]
2005.08.12 願書
音声・映像
2005.09.01 認定･付加情報
2006.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.26 意見書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.04.03 拒絶査定

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機，電子計算機用プログラム

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.04 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.02 意見書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

07

【07】小型船外機

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.22 願書
2005.08.25 認定･付加情報
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.14 手続補正書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.14 意見書
2006.04.12 拒絶査定

11

【11】冷凍機械器具，業務用加熱調理機械器具，浄水装置，氷冷蔵庫

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.01 願書
2005.09.12 認定･付加情報
2006.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.28 手続補正書
2006.03.28 意見書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.29 認定･付加情報
2006.04.05 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.05 願書
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.14 意見書
2006.04.04 拒絶査定

通常 2005-075992

通常:
2005-076974
標準

通常:
2005-078064
標準

がんばれ！＼食品スーパー！ 通常 2005-082200

Ｄｉｒｅｃｔｒｅｃ

通常:
2005-082732
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

09
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2007/3/1
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３条拒絶（機械）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

234

ＳｕｐｅｒＣｏｍｐａｎｉｏｎＣｈｉｐ

通常:
2005-083895
標準

09,41,42

235

ＣｌｉｃｋＣａｌｌ

通常:
2005-088671
標準

09,41,42

236

クリックコール

通常:
2005-088673
標準

12

237

ｉＣＬＡＳＳ

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
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
た電子回路及び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
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，録画済みビデオディスク及び
ビデオテープ，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含
む。）
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の興行
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，音響用又は映像用のスタジオの
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，
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，録画済み磁気テープの貸与，おもちゃの貸与，書画の貸与，写真の撮影，カメラの
貸与，光学機械器具の貸与
【42】機械・装置もしくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される
設備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算
機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，録画済みビデオディスク及び
ビデオテープ，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含
む。）
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の興行
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，音響用又は映像用のスタジオの
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，
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，録画済み磁気テープの貸与，おもちゃの貸与，書画の貸与，写真の撮影，カメラの
貸与，光学機械器具の貸与
【42】機械・装置もしくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される
設備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算
機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技
【12】ボート並びにその部品及び附属品

優先 2005-095447

※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]
2005.09.07 願書
2005.09.07 認定･付加情報
2006.03.03 優先権証明請求書
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.17 意見書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定
2006.07.20 手続補正書(方式)

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.06 意見書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.06 意見書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.10.13 願書
2005.10.31 優先権証明書提出書
2005.12.01 認定･付加情報
2005.12.01 認定･付加情報
2005.12.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.22 意見書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.04.03 拒絶査定

