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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

1

2

商標

ｅ．４ＷＤ

ｅ・４ＷＤ

種別 出願番号

区分

12

【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），動力伝導装置，制動装置，陸上の乗 【中間記録情報】
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 [審査]
2004.03.30 願書
品
2004.07.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.08.13 意見書
2006.05.08 拒絶査定
2006.06.28 手続補正書(方式)
2006.07.21 手続補正書

01,03,04,09,12,35,3 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥 【中間記録情報】
[審査]
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味
7

3

ＡＵＴＯＢＡＣＳ ＳＩＧＮＡＬ

通常 2004-077011

※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】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），動力伝導装置，制動装置，陸上の乗 【中間記録情報】
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 [審査]
2004.01.14 願書
品
2004.07.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.08.13 意見書
2006.05.08 拒絶査定
2006.07.21 手続補正書

分割 2004-002446

分割 2004-029830

指定商品・役務

12

料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
2004.08.20 願書
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 2005.03.18 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
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 号)
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，植物
2005.04.27 手続補正書
性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食品香料，薫料，研磨 2005.04.27 手続補足書
紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.04.27 意見書
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，固体燃料，液体燃料，気体燃料，工業用油，工業用油
2005.06.07 認定･付加情報
脂，ろう，ランプ用灯しん，ろうそく
2005.06.09 上申書
2005.07.06 上申書
【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 2005.07.19 上申書
2005.07.19 手続補足書
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
2005.08.17 認定･付加情報
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
2006.05.19 拒絶査定
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
2006.07.24 手続補正書
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 2006.07.24 手続補足書
2006.07.24 手続補正書
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 2006.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.20 登録料納付
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 [登録]
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 2007.06.23 登録査定書
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 2007.07.20 設定納付書
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， 2007.09.04 登録証
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
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

01,03,04,09,12,35,3 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥 【中間記録情報】
[審査]
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味
7

4

ＡＵＴＯＢＡＣＳ＼ＳＩＧＮＡＬ

通常 2004-077012

09

5

ｅ―Ｄｏｃｕｍｅｎｔ Ｒｏｕｔｅｒ

通常:
2004-083359
標準

09

6

Ｄｏｃｕｍｅｎｔ Ｒｏｕｔｅｒ

通常:
2004-083360
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

料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
2004.08.20 願書
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 2005.03.18 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
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 第4条1項11号)
2005.04.27 手続補正書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，植物
性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食品香料，薫料，研磨 2005.04.27 手続補足書
紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.04.27 意見書
2005.06.02 認定･付加情報
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，固体燃料，液体燃料，気体燃料，工業用油，工業用油
脂，ろう，ランプ用灯しん，ろうそく
2005.06.09 上申書
2005.07.06 上申書
【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 2005.07.19 上申書
2005.07.19 手続補足書
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
2005.08.18 認定･付加情報
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
2006.05.19 拒絶査定
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
2006.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
【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]
2004.09.09 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
2004.09.09 認定･付加情報
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
2005.04.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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 第4条1項11号)
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 2006.05.23 拒絶査定
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，ルータ，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
【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]
2004.09.09 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
2004.09.09 認定･付加情報
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
2005.04.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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 第4条1項11号)
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 2006.05.23 拒絶査定
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，ルータ，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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

2008/2/14
4／69

３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

7

ｅ―Ｄｏｃｕｍｅｎｔ ルータ

通常:
2004-083361
標準

09

8

Ｄｏｃｕｍｅｎｔ ルータ

通常:
2004-083362
標準

06,19
9

ペルメット

ランボー

通常:
2004-105255
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]
2004.09.09 願書
2004.09.09 認定･付加情報
2005.04.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.23 拒絶査定

【09】電気通信機械器具，電子計算機用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・ＣＤ－ＲＯＭ，インターネットを通じてダウンロード可能な電子計算機
用ゲームプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲーム機
用ゲーム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，インターネットを通
じて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，その他の業務用テレ
ビゲーム機，業務用コイン投入式テレビゲーム機，業務用磁気カード式テレビゲーム機，ス
ロットマシン，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，自動販
売機，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気
テープ・ＣＤ－ＲＯＭ，インターネットを通じて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，その他の家庭用テレビゲームおもちゃ，電子出版物
【28】ぱちんこ器具，その他の遊戯用器具，ビリヤード用具，囲碁用具，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，マージャン用具，おもちゃ，人形，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を
除く。）

【中間記録情報】
[審査]
2004.11.17 願書
2005.08.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.15 意見書
2005.11.15 手続補足書
2005.12.14 認定･付加情報
2005.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.29 拒絶査定
2006.08.23 手続補正書
2006.10.16 手続補正書
2007.03.22 登録料納付
2007.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
[登録]
2007.03.12 登録査定書
2007.03.22 設定納付書
2007.04.17 登録証

通常:
2004-084548
標準
09,28

10

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，ルータ，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
【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，ルータ，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
【06】金属製コーニス，コーニス用金属製モールディング
【19】コーニス（金属製のものを除く。），コーニス用モールディング（金属製のものを除く。）

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2004.09.09 願書
2004.09.09 認定･付加情報
2005.04.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.23 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.09.14 願書
2004.09.14 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,12

11

ＰＲＯＶＥＮ ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣ 通常:
2004-107849
Ｅ
標準

06,09
12

リモコンシャッターキー

コムプラス

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2004.11.25 願書
2004.12.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.12.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.02 期間延長請求書
2005.12.28 意見書
2005.12.28 手続補足書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 上申書
2006.05.08 拒絶査定
2006.10.10 手続補正書(方式)
2006.10.10 手続補足書
2006.10.10 手続補正書(方式)
2007.12.20 登録料納付
[登録]
2007.12.03 登録査定書
2007.12.20 設定納付書
2008.01.22 登録証

【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，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，ダウンロード可能なコンピュータプ
ログラム，ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な
映像
【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

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.19 願書
2005.12.20 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))
2006.01.23 意見書
2006.05.09 拒絶査定
2006.12.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2004-113816
標準

09,41

13

指定商品・役務
【07】エンジン部品，陸上の乗物用のエンジン部品，オートバイ及びオフロード車用のエンジ
ン部品，気化器，吸気マニホールド，エンジン用エアクリーナー，燃料噴射装置，エンジン
用点火装置，エンジン用クランクケース，エンジン用オイルポンプ，エンジン用はずみ車，エ
ンジン用連接棒，ピストン，エンジン用シリンダー，エンジン用シリンダーヘッド，エンジン吸
気及び排気バルブ，エンジン用バルブスプリング，エンジン用バルブガイド，エンジン用カム
シャフト，エンジン用カムチェーン，ギア，ギアカバー，タペットガイド，タペット，ロッカーアー
ム，ロッカーカバー，プッシュロッド，オートバイ用消音器，オートバイ用エンジンの排気パイ
プ，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。），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，風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【12】オートバイ及びオフロード車用の部品，エンジン，スプロケット，ドライブチェーン，駆動
ベルト，クラッチ，トランスミッションケース，トランスミッションギア，トランスミッション，オート
バイ用のサスペンション装置，車輪，車軸，ブレーキ，燃料タンク，ハンドル，オートバイ用
変速レバー，陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），
【06】キー，コッタ
【09】電子応用機械器具及びその部品

通常:
2005-003564
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.
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【中間記録情報】
[審査]
2004.12.14 願書
2004.12.14 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.17 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

14

15

16

17

商標（見本）

商標

Ｇ２

ＩＣＥＣＨＩＰ

種別 出願番号

区分

09

【09】集積回路パッケージの熱解析のための電子計算機用プログラム，電子計算機用プロ 【中間記録情報】
[審査]
グラム，電子応用機械器具及びその部品
2005.02.07 願書
2005.09.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.02 意見書
2005.12.02 手続補足書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶査定

07,09,10,11

【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，交流 【中間記録情報】
発電機，直流発電機，電機ブラシ
[審査]
【09】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 2005.02.15 願書
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 2005.02.17 職権訂正履歴(職権訂正)
その部品
2005.02.22 職権訂正通知書(職権訂正)
【10】業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.26 手続補正書
【11】家庭用電熱用品類
2005.10.26 意見書
2005.10.26 手続補足書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.03.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.09 拒絶査定
2006.05.23 手続補足書
2007.06.11 登録料納付
2007.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
[登録]
2007.06.05 登録査定書
2007.06.11 設定納付書
2007.07.03 登録証

12

【12】自転車並びにその部品及び附属品

通常:
2005-005863
標準

通常:
2005-009541
標準

通常 2005-012793

※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】人工股関節インプラント

カラフルモザイク＼Ｃｏｌｏｒｆｕｌ Ｍ
通常 2005-012143
ｏｓａｉｃ

ノーパンク自転車

指定商品・役務

10

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.01.27 願書
2005.01.27 認定･付加情報
2005.09.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.02 期間延長請求書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.05.01 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.02 願書
2005.03.04 手続補正指令書(出願)
2005.03.06 手続補正書(方式)
2005.04.11 認定･付加情報
2005.04.11 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.11.17 意見書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,37,40,45

18

ゼロエミサービス

通常:
2005-012873
標準

09

19

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.02.17 願書
2005.10.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.08 手続補正書
2005.11.08 意見書
2006.05.19 拒絶査定

【09】消火器（構成部品の一部もしくは全部が再生された構成部品からなる消火器を含
む），消火装置（構成部品の一部もしくは全部が再生された構成部品からなる消火装置を
含む），自動消火システム（構成部品の一部もしくは全部が再生された構成部品からなる自
動消火システムを含む），コンパクトな箱に収納された消火剤貯蔵容器・起動装置・加圧用
ガス容器・ホース・ノズル等からなる消火装置（構成部品の一部もしくは全部が再生された
構成部品からなる該消火装置を含む），火災報知機，火災警報器，火災感知器，誘導灯
（避難の表示をしたもの），消火栓，消火器具，消火スプレー
【37】消火器・消火スプレー・消火器具・消火装置・自動消火システムの保守，消火器・消火
スプレー・消火器具・消火装置・自動消火システムの点検，コンパクトな箱に収納された消
火剤貯蔵容器・起動装置・加圧用ガス容器・ホース・ノズル等からなる消火装置の保守，コ
ンパクトな箱に収納された消火剤貯蔵容器・起動装置・加圧用ガス容器・ホース・ノズル等
からなる消火装置の点検，火災報知機・火災警報器・火災感知器の保守，火災報知機・火
災警報器・火災感知器の点検，誘導灯（避難の表示をしたもの）・消火栓の保守，誘導灯
（避難の表示をしたもの）・消火栓の点検
【40】廃棄消火器・廃棄消火スプレー・廃棄消火器具・廃棄消火装置・廃棄自動消火システ
ムの収集・分別・処分，コンパクトな箱に収納された消火剤貯蔵容器・起動装置・加圧用ガ
ス容器・ホース・ノズル等からなる廃棄消火装置の収集・分別・処分，廃棄火災報知機・廃
棄火災警報器・廃棄火災感知器の収集・分別・処分，廃棄誘導灯（避難の表示をしたも
の）・廃棄消火栓の収集・分別・処分
【45】消火器・消火スプレー・消火器具・消火装置・自動消火システムの貸与，コンパクトな
箱に収納された消火剤貯蔵容器・起動装置・加圧用ガス容器・ホース・ノズル等からなる消
火装置の貸与，火災報知機・火災警報器・火災感知器の貸与，誘導灯（避難の表示をした

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.03 願書
2005.10.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.08 手続補正書
2005.11.08 意見書
2006.05.19 拒絶査定

ソーラーライト＼ＳＯＬＡＲ ＬＩＧ
通常 2005-014607
ＨＴ

09,37,40,45

20

指定商品・役務
【09】消火器（構成部品の一部もしくは全部が再生された構成部品からなる消火器を含
む），消火装置（構成部品の一部もしくは全部が再生された構成部品からなる消火装置を
含む），自動消火システム（構成部品の一部もしくは全部が再生された構成部品からなる自
動消火システムを含む），コンパクトな箱に収納された消火剤貯蔵容器・起動装置・加圧用
ガス容器・ホース・ノズル等からなる消火装置（構成部品の一部もしくは全部が再生された
構成部品からなる該消火装置を含む），火災報知機，火災警報器，火災感知器，誘導灯
（避難の表示をしたもの），消火栓，消火器具，消火スプレー
【37】消火器・消火スプレー・消火器具・消火装置・自動消火システムの保守，消火器・消火
スプレー・消火器具・消火装置・自動消火システムの点検，コンパクトな箱に収納された消
火剤貯蔵容器・起動装置・加圧用ガス容器・ホース・ノズル等からなる消火装置の保守，コ
ンパクトな箱に収納された消火剤貯蔵容器・起動装置・加圧用ガス容器・ホース・ノズル等
からなる消火装置の点検，火災報知機・火災警報器・火災感知器の保守，火災報知機・火
災警報器・火災感知器の点検，誘導灯（避難の表示をしたもの）・消火栓の保守，誘導灯
（避難の表示をしたもの）・消火栓の点検
【40】廃棄消火器・廃棄消火スプレー・廃棄消火器具・廃棄消火装置・廃棄自動消火システ
ムの収集・分別・処分，コンパクトな箱に収納された消火剤貯蔵容器・起動装置・加圧用ガ
ス容器・ホース・ノズル等からなる廃棄消火装置の収集・分別・処分，廃棄火災報知機・廃
棄火災警報器・廃棄火災感知器の収集・分別・処分，廃棄誘導灯（避難の表示をしたも
の）・廃棄消火栓の収集・分別・処分
【45】消火器・消火スプレー・消火器具・消火装置・自動消火システムの貸与，コンパクトな
箱に収納された消火剤貯蔵容器・起動装置・加圧用ガス容器・ホース・ノズル等からなる消
火装置の貸与，火災報知機・火災警報器・火災感知器の貸与，誘導灯（避難の表示をした
【09】携帯電話機用ストラップ及びネックピース

ゼロエミ

通常:
2005-018114
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.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.02.22 願書
2005.09.13 拒絶理由通知書(その他+第8条1項+第4
条1項11号)
2005.10.04 手続補正書
2005.10.04 意見書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

21

22

23

商標（見本）

商標

立体商標

立体商標

環境いちば

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】セメント，コンクリートブロック及びその他のセメント製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.07 願書
2005.03.16 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

19

【19】セメント，コンクリートブロック及びその他のセメント製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.07 願書
2005.03.16 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 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，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Ｃ
Ｄ－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
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.09 願書
2005.03.09 認定･付加情報
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.09 手続補正書
2005.12.09 意見書
2006.05.19 拒絶査定

通常:
2005-019402
立体

通常:
2005-019403
立体

通常:
2005-020121
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

19
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

24

環境ショッピング

通常:
2005-020123
標準

09,42

25

環境ワールド

通常:
2005-020124
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】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】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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.09 願書
2005.03.09 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.09 願書
2005.03.09 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

26

ＥＣＯいちば

通常:
2005-020125
標準

11

27

ＩＯＮＩＣ ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ

通常:
2005-026023
標準

11

28

ＵＬＴＲＡ ＩＯＮＩＣ ＴＲＥＡＴＭＥ 通常:
2005-026024
ＮＴ
標準

09

29

ｅ－分電盤

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】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，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，家庭用ごみ焼却炉，化学物質を充て
【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，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，家庭用ごみ焼却炉，化学物質を充て
【09】ネットワーク経由で種々家電製品の運転状態の監視や操作を行う機能・電気の使用
量を報知する機能・当該電気の使用量が契約容量を超えた場合には所定の家電製品の
運転状態を制御することにより全停電を防止する機能を有する分電盤。

通常:
2005-027021
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]
2005.03.09 願書
2005.03.09 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.25 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)
2006.05.09 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.25 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)
2006.05.09 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.29 願書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.16 意見書
2006.02.09 手続補正指令書(中間書類)
2006.02.13 手続補正書(方式)
2006.04.05 認定･付加情報
2006.04.05 認定･付加情報
2006.05.08 拒絶査定
2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 手続補正書
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,35,40,42

30

昇降機デイリー生産

通常:
2005-029021
標準

09

31

ＰＩ ＳＹＳＴＥＭ

モバイルＩＰセントレックスソ
リューション

通常:
2005-031422
標準

09

33

ダービーオンライン＼ダービー・
オンライン＼ダービーＯｎｌｉｎｅ＼ 通常 2005-033573
ダービーＯＮＬＩＮＥ

※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]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.04.20 代理人変更届
2005.04.20 認定･付加情報
2006.02.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 拒絶査定

【09】電気通信機械器具，コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，通信ネットワーク
を通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム，電子応用機械器具及びその部品
【37】機械器具設置工事，光ファイバ通信工事，情報通信ネットワークシステム設置工事，
通信プラントに関する建築工事，電気通信工事，電子計算機の通信接続工事，電話の設
置工事，電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又
は保守，電気通信工事に関する情報の提供，電子計算機の修理に関する情報の提供，電
気通信機械器具の修理又は保守に関する情報の提供，民生用電気機械器具の修理又は
保守に関する情報の提供
【38】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
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）の設計，コンピュータデータベースへ
のアクセスタイムの賃貸，情報ネットワークシステムの設計・作成及びこれらに関するコン
サルティング，電子計算機による情報処理，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守，電子計算機用プログラムの提供，インターネットにおける検索エンジンの提供，データ
ベースの検索を行うためのコンピュータプログラムの提供，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
する機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，情報処理装置及びコンピュータの貸
【09】家庭用テレビゲーム用のプログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＲＯＭカート
リッジ・光ディスク・ＤＶＤ・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・磁気カートリッジ，録画済
みビデオディスク及びビデオテープ，携帯用液晶画面ゲーム用の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・ＣＤ－Ｉ・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ，ダウンロードもしくは
インストール可能な電子計算機用プログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ，

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.08 願書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.27 優先権証明請求書
2006.05.16 拒絶査定

通常:
2005-029207
標準

09,37,38,42

32

指定商品・役務
【07】エレベーター，エスカレーター
【35】広告，生産管理に関する助言又は情報の提供，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
【40】受託によるエレベーター・エスカレーターの製造，受託によるエレベーター・エスカレー
ターの製造に関する助言又は情報の提供，エレベーター・エスカレーターの組立加工，エレ
ベーター・エスカレーター組立加工に関する助言又は情報の提供
【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，ウェブサイトの作成又は
保守，電子計算機による通信ネットワークを用いて行なう情報検索・解析・分類用エンジン
の提供，機械器具に関する試験又は研究，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機
【09】コンピュータハードウェア及び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，コンピュータ用マニュアル（電子媒体に記憶されたもの），電子出版物

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.04.04 願書
2005.04.04 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.06 手続補正書
2006.02.06 意見書
2006.02.06 手続補足書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.03.03 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定
2006.10.16 手続補正書(方式)
2006.10.16 手続補足書

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.04 願書
2005.04.22 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)
2005.12.16 意見書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

34

35

商標（見本）

商標

Ｓｅｃｕｒｅ Ｔｅｒｍｉｎａｌ

癒しのヨーガ

種別 出願番号

区分

Ｒａｐｉｄ Ｉｎｓｔａｌｌｅｒ

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.02 願書
2005.10.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.19 意見書
2005.12.19 代理人選任届
2005.12.19 手続補足書
2005.12.19 手続補足書
2006.01.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.02.02 上申書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.02.08 認定･付加情報
2006.02.08 認定･付加情報
2006.02.08 認定･付加情報
2006.02.08 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定

09,16,41,44

【09】映写フィルム・スライドフィルム・録画済みコンパクトディスク・ミニディスク・ＤＶＤ及びＶ
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
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情報の提
供，気功法の教授，脳力開発法の教授，脳力開発の指導又は講習，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・脳力開発・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・脳
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・脳力開発・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，ヨガ又はその他ス
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
【09】コンピュータソフトウェアを記憶媒体に組み込むためのコンピュータソフトウェア・コン
ピュータ

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.07 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.19 拒絶査定

通常 2005-033635

通常 2005-035073

通常:
2005-035105
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】電子応用機械器具並びにその部品及び付属品，電気通信機械器具

09

36

指定商品・役務

09

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.06 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.14 手続補正書
2005.12.14 意見書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.01.27 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,41,42

37

Ｌｅａｒｎｉｎｇ ＆ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ Ｓ
通常 2005-036388
ｏｌｕｔｉｏｎｓ

09

38

39

40

41

×８メモリーマザーボード

通常 2005-036716

サイクロンミル

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.25 願書
2005.04.25 認定･付加情報
2006.02.03 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))
2006.02.16 手続補正書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.02.16 意見書
2006.05.19 拒絶査定
2006.11.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【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・光 【中間記録情報】
[審査]
ディスク・光磁気ディスク・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。），電子応
用機械器具及びその部品，電気通信回線を通じてダウンロードにより販売される電子計算 2005.04.25 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
機用プログラム，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電気通信機械器具，電
子回路（電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。），電子式卓上計算機，集 号)
2005.12.22 手続補正書
積回路，大規模集積回路
2005.12.22 意見書
2006.05.12 拒絶査定

09

【09】眼鏡，サングラス，コンタクトレンズ，眼鏡の付属品，コンタクトレンズの付属品

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.25 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.18 意見書
2006.05.12 拒絶査定

07

【07】旋回空気流中で被粉砕物の相互衝突を生起させ、微粉末を得る形式の粉砕機。

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.18 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.09 意見書
2006.05.12 拒絶査定
2007.05.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-036942

通常:
2005-038949
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]
2005.04.22 願書
2005.04.25 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定

09
インテリジェントエルエスアイ＼Ｉ
通常 2005-036722
ＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＬＳＩ

江戸東京眼鏡本舗

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
【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，職業のあっせん，競売の運営，
輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
【09】コンピュータ用マザーボード

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

42

43

商標（見本）

商標

ＢＩＧ Ｐｏｗｅｒ＼ビッグ パワー

ＶＩＲＴＵＡＬ ＧＡＴＥＷＡＹ

種別 出願番号

区分

09

【09】電子ディジタルデータ処理装置，コンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器 【中間記録情報】
[審査]
具及びその部品
2005.05.09 願書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.06.30 認定･付加情報
2005.06.30 認定･付加情報
2005.07.08 認定情報通知書
2005.07.08 認定情報通知書
2005.07.15 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.10.24 手続補正書
2005.10.24 認定･付加情報
2005.10.24 認定･付加情報
2005.10.24 意見書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.08 意見書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.02.09 手続補足書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶査定
【07】化学機械器具，包装用機械器具，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，ゴム 【中間記録情報】
[審査]
製品製造機械器具，機械要素（陸上の乗物用のものを除く）
2005.05.26 願書
2005.05.26 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定
2006.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-039412

優先:
2005-040000
標準

エコロジーパッド＼ＥＣＯＬＯＧＹ
通常 2005-046480
ＰＡＤ

09

45

立体商標

【09】ＵＳＢ接続フラッシュメモリその他のフラッシュメモリ

通常:
2005-046977
立体

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

中間記録

【10】医療用機械器具

07
44

指定商品・役務

10

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.04.18 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.05.25 手続補正書
2005.06.30 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.09 意見書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.27 願書
2005.06.02 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)
2006.02.13 手続補正書
2006.02.13 手続補足書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.02.13 認定･付加情報
2006.02.13 意見書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

46

47

商標（見本）

商標

Ｍ３＼エムスリー

ＳＥＡＭＬＥＳＳ ＭＯＢＩＬＩＴＹ

種別 出願番号

区分

ホームネットサポーター

【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)
2006.02.21 意見書
2006.02.21 手続補足書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定
2006.08.07 手続補足書
2007.10.02 登録料納付
[登録]
2007.09.25 登録査定書
2007.10.02 設定納付書
2007.10.23 登録証

09,38

【09】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，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，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，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，ガス漏れ警報器，盗難警報器，一
酸化炭素もれ報知機，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，運転
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，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，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，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【38】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
【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

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 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)
2006.05.12 拒絶査定

通常 2005-047428

通常:
2005-047441
標準

通常:
2005-047553
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】かみそり刃，その他のかみそり，その他の手動利器

09,42

48

指定商品・役務

08

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.05.30 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

49

ＶｏｉｃｅＡｓｓｉｓｔａｎｔ

通常:
2005-047558
標準

09,16,35,41,42

50

積上げ方式賃金制度

通常:
2005-048380
標準

09,16,35,41,42

51

経営コンサル株式会社 夢現

通常:
2005-048381
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，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】教育用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，パソコンソフトウェ
ア
【16】書籍，広告用印刷物
【35】経営に関する相談・診断・助言・指導，企業の人事・賃金制度に関する調査及びこれ
らの情報の提供、企業の賃金管理システムに関する企画・立案，企業の賃金管理システム
のノウハウに関する情報の提供，市場調査，広告用の教育ビデオの制作
【41】教育ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），映画用の教育ビデオの
制作，放送番組用の教育ビデオの制作，電子出版物・書籍の製作，セミナーの企画・運営
【42】パソコンソフトウェアの設計・作成

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.05.30 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定

【09】教育用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，パソコンソフトウェ
ア
【16】書籍，広告用印刷物
【35】経営に関する相談・診断・助言・指導，起業に関する情報の提供、多角経営に関する
企画・立案，多角経営ノウハウに関する情報の提供，市場調査，経営ノウハウの調査，広
告用の教育ビデオの制作
【41】教育ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），映画用の教育ビデオの
制作，放送番組用の教育ビデオの制作，電子出版物・書籍の製作と販売，セミナーの企
画・運営
【42】農作物の栽培に関する試験又は研究によるノウハウ調査，種々製品の加工方法に関
するノウハウ調査，各業種の経営モデル作成と収入・支出の試算、パソコンソフトウェアの
設計・作成

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.06.17 手続補正指令書(出願)
2005.06.27 手続補正書(方式)
2005.08.16 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.02 手続補正書
2006.03.02 意見書
2006.05.19 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.06.17 手続補正指令書(出願)
2005.06.27 手続補正書(方式)
2005.08.09 認定･付加情報
2006.02.10 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))
2006.03.02 手続補正書
2006.03.02 意見書
2006.05.19 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
08,21

52

Ｎｉｉｍｉ＼ニイミ

通常 2005-048777

09

53

３Ｄ Ｆｌａｓｈ＼３Ｄ ＦＬＡＳＨ＼ス
通常 2005-050962
リーディ フラッシュ

09

54

３Ｄ Ｌｏｇｉｃ＼３Ｄ ＬＯＧＩＣ＼ス
通常 2005-050963
リーディ ロジック

11
55

熔岩セラミックス

指定商品・役務

中間記録

【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
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，メニューホルダー，アイスペール，泡立て器，こし
器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属
製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆
（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃも
じ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，
大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，
焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯
用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろう
そく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえ
たたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用
【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】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
【11】業務用加熱調理機械器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.01 願書
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.24 拒絶査定

通常:
2005-051154
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 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)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定

【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)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 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
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定
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No.

56

57

商標（見本）

商標

ＬＯＨＡＳ Ｓｕｐｐｏｒｔ

ＧｒｉｄＭＤ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.27 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.19 拒絶査定

09,42

【09】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，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】路面性状測定装置その他の測定機械器具，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
【12】路面性状測定装置を搭載した自動車
【37】道路の点検・修理又は保守

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2005.12.20 手続補正書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.03 意見書
2006.05.12 拒絶査定

通常 2005-051459

通常:
2005-052102
標準

Ｒｏａｄ Ｓｃａｎ＼ロードスキャン 通常 2005-052653

※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

【04】液化石油ガス
【11】浴室ユニット，ガス湯沸かし器
【39】ガスの供給

09,12,37
58

指定商品・役務

04,11,39

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.13 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,36,41,42

59

ＡＬＧＯ

通常:
2005-053036
標準

11

60

ＥＳＴＨＥＣＡＰ＼エステキャップ 通常 2005-053140

10
61

誰でもＤＮＡアレイ

通常:
2005-053157
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】コンピュータ，コンピュータソフトウェア，コンピュータプログラムを記憶させたＣＤ－ＲＯ 【中間記録情報】
Ｍ・磁気テープその他の記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，録音済み [審査]
のコンパクトディスク，その他のレコード，録画済みのビデオディスク及びビデオテープ，電 2005.05.31 願書
子出版物
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
【35】経営の診断又は経営に関する助言，事業の組織に関する指導及び助言，事業の評 号)
価，事業の調査，市場調査，市場分析，金融市場分析，原価分析，財務書類の作成，職業 2006.03.13 期間延長請求書
のあっせん，求人情報の提供，コンピュータデータベースによるファイルの管理，コンピュー 2006.03.13 認定･付加情報
タデータベースへの情報構築及び情報編集並びにこれらに関する助言，コンピュータの操 2006.03.23 復代理人受任届
作に関する指導及び助言，コンピュータ又はコンピュータシステムの操作に関する運用管
2006.03.23 手続補足書
理
2006.04.13 手続補正書
【36】資金の貸付け，金融又は財務に関する助言，財務管理，財務管理に関する助言，預 2006.04.13 意見書
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 2006.04.14 手続補足書
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， 2006.05.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.17 認定･付加情報
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 2006.05.17 認定･付加情報
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 2006.05.17 認定･付加情報
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， 2006.05.17 認定･付加情報
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 2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.25 拒絶査定
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・取次ぎ又は代
理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託
の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は
売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受託，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
【11】美容院用頭髪加温器，美容院用頭髪・顔面加湿器，美容院用又は理髪店用機械器 【中間記録情報】
具（いすを除く。），家庭用電熱用品類，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸 [審査]
2005.06.14 願書
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
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥機，業務用加熱調理機械器
具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制御弁，パイプライ 号)
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 2006.05.02 拒絶査定
び照明用器具，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
【10】医療用及び診断用のＤＮＡチップ，医療用及び診断用のＤＮＡチップ用基板，医療用 【中間記録情報】
[審査]
及び診断用のＤＮＡチップ用カバー並びにそれらの部品・付属品
2005.06.14 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,19,36,37,42

62

住み心地基準

通常:
2005-053298
標準

06,19,36,37,42

63

先進住み心地基準

通常:
2005-053299
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，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製道路標識（発光式又は機
械式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，金属製金具，金属製包装用容
器，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製家庭用水槽，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，アイゼン，カラビナ，ハーケン，
金属製飛び込み台
【19】タール類及びピッチ類，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。），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。），石製液体貯蔵槽，石
製工業用水槽，石製家庭用水槽，建具（金属製のものを除く。），可搬式家庭用温室（金属
製のものを除く。），飛び込み台（金属製のものを除く。），無機繊維の板及び粉（石綿製の
ものを除く。），石こうの板，建築または構築専用シール材
【36】資金の貸付け及び手形の割引，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，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，生命保険契約の締
結の媒介，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，保険料率の算出，
建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理
又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の
貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，企業の信
【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，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製道路標識（発光式又は機
械式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，金属製金具，金属製包装用容
器，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製家庭用水槽，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，アイゼン，カラビナ，ハーケン，
金属製飛び込み台
【19】タール類及びピッチ類，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。），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。），石製液体貯蔵槽，石
製工業用水槽，石製家庭用水槽，建具（金属製のものを除く。），可搬式家庭用温室（金属
製のものを除く。），飛び込み台（金属製のものを除く。），無機繊維の板及び粉（石綿製の
ものを除く。），石こうの板，建築または構築専用シール材
【36】資金の貸付け及び手形の割引，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，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，生命保険契約の締
結の媒介，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，保険料率の算出，
建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理
又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の
貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，企業の信

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

中間記録
【中間記録情報】
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2005.06.14 願書
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2006.05.17 拒絶査定
2007.06.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,19,36,37,42

64

先進住み心地

通常:
2005-053300
標準

06,19,36,37,42

65

最高級の住み心地

通常:
2005-053301
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，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製道路標識（発光式又は機
械式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，金属製金具，金属製包装用容
器，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製家庭用水槽，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，アイゼン，カラビナ，ハーケン，
金属製飛び込み台
【19】タール類及びピッチ類，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。），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。），石製液体貯蔵槽，石
製工業用水槽，石製家庭用水槽，建具（金属製のものを除く。），可搬式家庭用温室（金属
製のものを除く。），飛び込み台（金属製のものを除く。），無機繊維の板及び粉（石綿製の
ものを除く。），石こうの板，建築または構築専用シール材
【36】資金の貸付け及び手形の割引，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，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，生命保険契約の締
結の媒介，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，保険料率の算出，
建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理
又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の
貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，企業の信
【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，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製道路標識（発光式又は機
械式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，金属製金具，金属製包装用容
器，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製家庭用水槽，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，アイゼン，カラビナ，ハーケン，
金属製飛び込み台
【19】タール類及びピッチ類，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。），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。），石製液体貯蔵槽，石
製工業用水槽，石製家庭用水槽，建具（金属製のものを除く。），可搬式家庭用温室（金属
製のものを除く。），飛び込み台（金属製のものを除く。），無機繊維の板及び粉（石綿製の
ものを除く。），石こうの板，建築または構築専用シール材
【36】資金の貸付け及び手形の割引，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，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，生命保険契約の締
結の媒介，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，保険料率の算出，
建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理
又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の
貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，企業の信
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2006.01.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.13 意見書
2006.05.17 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2006.01.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.17 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,09,40,41

66

Ｅｘ－１

通常:
2005-054379
標準

07,09,40,41

67

Ｘ１

通常:
2005-054380
標準

09

68

見出ゴＭＢ

指定商品・役務
【07】三次元成形品製造用の三次元母型及び心型を製造するための多層被膜形成装置，
金属・セラミック・セラミック－金属粉末より成る三次元成形品を製造するための多層被膜
形成装置，選択的に焼結を防止して三次元成形品を製造するための装置，連続被膜形成
法により三次元成形品を製造するための装置，層状材料・管状材料・予成形材料を形成す
るための装置，粘性圧力により層状材料・管状材料・予成形材料を形成するための装置，
レーザーによる機械加工装置，超音波による機械加工装置，電気化学的研摩装置，放電
加工装置，研摩材による研摩装置，研摩材の噴流による切削装置，摩擦溶接装置，摩擦
接合装置及びその他の装置
【09】成形品の特徴部分の輪郭・表面仕上げ・性能を測定する装置，成形品の特徴部分の
輪郭・表面仕上げ・性能の測定に用いるコンピュータソフトウェア
【40】三次元成形品を製造するための加工処理，三次元成形品製造用の三次元母型及び
心型を製造するための多層被膜形成，金属・セラミック・セラミック－金属粉末より成る三次
元成形品を製造するための多層被膜形成，選択的に焼結を防止して三次元成形品を製造
するための加工処理，連続被膜形成層法により三次元成形品を製造するための加工処
理，層状材料・管状材料・予成形材料を形成するための加工処理，粘性圧力により層状材
料・管状材料・予成形材料を形成するための加工処理，レーザーによる機械加工，超音波
による機械加工，電気化学的研摩による機械加工，放電加工，研摩材による機械加工，研
摩材の噴流による切削，摩擦溶接，摩擦接合
【07】三次元成形品製造用の三次元母型及び心型を製造するための多層被膜形成装置，
金属・セラミック・セラミック－金属粉末より成る三次元成形品を製造するための多層被膜
形成装置，選択的に焼結を防止して三次元成形品を製造するための装置，連続被膜形成
法により三次元成形品を製造するための装置，層状材料・管状材料・予成形材料を形成す
るための装置，粘性圧力により層状材料・管状材料・予成形材料を形成するための装置，
レーザーによる機械加工装置，超音波による機械加工装置，電気化学的研摩装置，放電
加工装置，研摩材による研摩装置，研摩材の噴流による切削装置，摩擦溶接装置，摩擦
接合装置及びその他の装置
【09】成形品の特徴部分の輪郭・表面仕上げ・性能を測定する装置，成形品の特徴部分の
輪郭・表面仕上げ・性能の測定に用いるコンピュータソフトウェア
【40】三次元成形品を製造するための加工処理，三次元成形品製造用の三次元母型及び
心型を製造するための多層被膜形成，金属・セラミック・セラミック－金属粉末より成る三次
元成形品を製造するための多層被膜形成，選択的に焼結を防止して三次元成形品を製造
するための加工処理，連続被膜形成層法により三次元成形品を製造するための加工処
理，層状材料・管状材料・予成形材料を形成するための加工処理，粘性圧力により層状材
料・管状材料・予成形材料を形成するための加工処理，レーザーによる機械加工，超音波
による機械加工，電気化学的研摩による機械加工，放電加工，研摩材による機械加工，研
摩材の噴流による切削，摩擦溶接，摩擦接合
【09】フォントを記憶させた記憶部を備える移動体電話機，フォントを記憶させた記憶媒体，
フォントを記憶させた記憶部を備える電子計算機

通常 2005-054497

※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]
2005.06.16 願書
2005.06.17 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.07 期間延長請求書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.06.17 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.07 期間延長請求書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.05.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.29 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.12.20 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))
2006.01.27 手続補正書
2006.01.27 手続補足書
2006.01.27 意見書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.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

09,16,35,37,38,41,4 【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]
2

69

セキュアＳＩ

通常:
2005-054993
標準

09,16,35,37,38,41,4
2

70

ＳｅｃｕｒｅＳＩ

通常:
2005-054994
標準

09

71

ジースリー

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
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
【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
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
【09】磁気センサー，磁気センサーを利用した圧力センサー・速度センサー・加速度セン
サー・角速度センサー・ジャイロセンサー及びその他各種センサー，磁気センサーを用いた
測定機械器具・電気磁気測定器・電子応用機械器具及びその部品

通常:
2005-055331
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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2005.06.17 願書
2005.06.28 手続補正指令書(出願)
2005.07.07 手続補正書(方式)
2005.07.28 上申書
2005.08.11 認定･付加情報
2005.08.11 認定･付加情報
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.20 意見書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.06.28 手続補正指令書(出願)
2005.07.07 手続補正書(方式)
2005.07.28 上申書
2005.08.05 認定･付加情報
2005.08.05 認定･付加情報
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.20 意見書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.20 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.12 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

72

ジーファイブ

通常:
2005-055334
標準
06

73

74

75

76

77

78

エムディークリップ

ＡＭＥＮＩＴＹ ＳＯＵＮＤＳ

アメニティ・サウンズ

ＡＭＥＮＩＴＹ ＳＯＵＮＤ

アメニティ・サウンド

Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｐｌａｙｅｒ

通常 2005-056018

【09】電子楽器用自動演奏用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノー 【中間記録情報】
ム，レコード，これらの部品および付属品
[審査]
2005.06.07 願書
【15】楽器，演奏補助品，音さ，これらの部品および付属品
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))
2006.05.12 拒絶査定
2007.06.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,15

【09】電子楽器用自動演奏用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノー 【中間記録情報】
ム，レコード，これらの部品および付属品
[審査]
2005.06.07 願書
【15】楽器，演奏補助品，音さ，これらの部品および付属品
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))
2006.05.12 拒絶査定

09,15

【09】電子楽器用自動演奏用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノー 【中間記録情報】
ム，レコード，これらの部品および付属品
[審査]
2005.06.07 願書
【15】楽器，演奏補助品，音さ，これらの部品および付属品
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))
2006.05.12 拒絶査定

09,15

【09】電子楽器用自動演奏用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノー 【中間記録情報】
ム，レコード，これらの部品および付属品
[審査]
2005.06.07 願書
【15】楽器，演奏補助品，音さ，これらの部品および付属品
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))
2006.05.12 拒絶査定

09

【09】コンピューターゲーム用プログラム，ダウンロード可能なコンピューター用ソフトウェ
【中間記録情報】
ア，その他のコンピューター用ソフトウェア，ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード [審査]
2005.06.22 願書
可能な音楽，ダウンロード可能な画像
2006.01.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 拒絶査定

通常 2005-056171

通常 2005-056172

通常 2005-056174

※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

09,15
通常 2005-056170

通常 2005-056588

指定商品・役務

【09】磁気センサー，磁気センサーを利用した圧力センサー・速度センサー・加速度セン
【中間記録情報】
サー・角速度センサー・ジャイロセンサー及びその他各種センサー，磁気センサーを用いた [審査]
2005.06.20 願書
測定機械器具・電気磁気測定器・電子応用機械器具及びその部品
2005.06.20 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)
2006.05.12 拒絶査定
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.21 願書
2005.07.15 認定･付加情報
2005.12.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.26 意見書
2006.01.27 手続補足書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.02.24 認定･付加情報
2006.05.02 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

79

プロフィシエンシー検定試験

通常:
2005-057193
標準

09
80

ｓｓｄＰｏｉｎｔｅｒ

通常:
2005-057325
標準
19

81

クリスタルペブル＼ＣＲＹＳＴＡＬ
通常 2005-057336
ＰＥＢＢＬＥ

09

82

ＫＥＮＳＩＮＧＴＯＮ

通常 2005-057668

※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】知識及び技術の活用能力に関する電子出版物，その他の電子出版物
【中間記録情報】
【16】印刷物
[審査]
【41】知識及び技術の活用能力に関する検定試験の実施，知識及び技術の活用能力に関 2005.06.23 願書
するセミナーの企画・運営又は開催，知識及び技術の活用能力に関する電子出版物の提 2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
供
2006.02.15 意見書
2006.02.20 手続補足書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定
2006.06.22 手続補正書
2006.08.28 手続補正書
2006.08.29 手続補足書
2007.10.24 登録料納付
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
[登録]
2007.09.28 登録査定書
2007.10.24 設定納付書
2007.11.20 登録証
【09】電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.23 願書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.15 拒絶査定
【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 【中間記録情報】
んが及び耐火物，リノリューム製建築専用材科，プラスチック製建築専用材料，合成建築 [審査]
2005.06.23 願書
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 2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.05.01 拒絶査定
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，建築用ガラス製敷設材，その他の建築用ガラス，人工魚礁（金属製の
ものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを
除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプ
ラスチック製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除
く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製
のものを除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除く。），石製郵便受け，建具（金属製
のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），墓標及び墓碑用銘
板（金属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のものを除く。），石製彫刻，コンクリート製
【09】オーディオミキサー，音声周波機械器具，その他の電気通信機械器具
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.28 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.23 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,42

83

ＧＬＯＢＡＬＳＥＲＶＩＣＥＳ

通常:
2005-058402
標準

11
84

エコクーラー

環境いちば．ＣＯＭ

通常:
2005-058975
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]
2005.06.28 願書
2005.06.28 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)
2006.05.12 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
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，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，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
【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
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2005.06.29 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.02.10 手続補正書
2006.02.10 意見書
2006.05.19 拒絶査定

通常:
2005-058720
標準
09,42

85

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
【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，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予
約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計
【11】暖冷房装置
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 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)
2006.05.09 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

86

87

88

環境いちばドットコム

ハイブリッドＳＤ

イオンモルタル

指定商品・役務

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，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，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
【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
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電線及びケーブル

19

【19】セメント及びその製品

通常:
2005-058976
標準

通常:
2005-058988
標準

通常:
2005-059105
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]
2005.06.29 願書
2005.06.29 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.02.10 手続補正書
2006.02.10 意見書
2006.05.19 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2005.06.29 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.13 手続補正書
2006.03.13 手続補足書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.13 意見書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

89

ＰＨＡＳＥＣＯＮＴＲＯＬ

Ｆｏｒｍａｔｍａｎａｇｅｒ

09

【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.01 願書
2005.07.01 認定･付加情報
2005.12.06 手続補正書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

19

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，石材

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.01 願書
2005.07.01 手続補足書
2005.07.08 認定･付加情報
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+第4条1
項16号)
2006.02.27 意見書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶査定

通常:
2005-059801
標準

通常:
2005-059839
標準

09
91

92

93

マイオリジナル

ネットリカバリ

ラテライト

通常:
2005-060143
標準

通常:
2005-060312
標準

通常:
2005-060372
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]
2005.06.30 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

09

90

指定商品・役務
【09】自動販売機，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，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，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
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
【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
【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，電池，電線及び
ケーブル，写真機械器具，写真複写機，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，発光式又は機械式の道路標識，磁心，抵抗線，電極，金銭登録
機，家庭用テレビゲームおもちゃ，業務用テレビゲーム機，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
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.30 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.01 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.08 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,10,16,24

94

ズィーズィー＼ＺＺ

通常 2005-060926

19

95

バンクシート

Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ Ｓｔａｔｉｏｎ＼リスニン
通常 2005-061684
グステーション

09
97

ＣＱ１００

通常:
2005-061957
標準
06

98

グッドパネル

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.04 願書
2005.07.05 認定･付加情報
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.15 拒絶査定

通常 2005-061598

09,16,41,42

96

指定商品・役務
【03】せっけん類，スプレー式身体用抗菌消臭剤，その他の化粧品
【05】陰唇間衛生パッド，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳
帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包
帯，包帯液，胸当てパッド，コンドーム潤滑用薬剤，局所用潤滑剤，粘膜用潤滑剤，潤滑ゼ
リー，その他の薬剤
【10】避妊用具
【16】家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，衛生手
ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ
【24】フ
ルト及び不織布
【19】合成樹脂製建築工事用遮水シート及び吸水シート

【09】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 【中間記録情報】
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，録画 [審査]
済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
2005.07.06 願書
【16】印刷物
2005.07.08 認定･付加情報
【41】インターネットを通じた教材の学習方法に関する助言，教育に関する情報の提供，技 2005.07.15 認定情報通知書
芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，セミナーの企画・運営または開催
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【42】コンピュータソフトウェアの設計，コンピュータシステムの設計，その他の電子計算機 号)
のプログラムの設計・作成又は保守，受託による研究開発，技術的課題の研究，電子計算 2006.03.03 手続補正書
2006.03.03 認定･付加情報
機用プログラムの提供
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.03 意見書
2006.03.06 手続補足書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定
2006.08.08 手続補正書(方式)
2006.08.08 手続補正書
2006.09.07 手続補正書(方式)
2006.09.08 手続補正書(方式)
2006.09.15 手続補正書
2007.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.11 出願却下処分書(登録)
【09】レコード，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物（電気通信回線を通じてダウ 【中間記録情報】
ンロードにより販売されるものを含む。），コンピュータソフトウェア，記録済みコンピュータプ [審査]
ログラム，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 2005.07.06 願書
ものを含む。），コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，新聞・雑誌・書籍・地図・ 2005.07.08 認定･付加情報
図面・写真の画像・文字情報を記録させた磁気テープ・磁気カード・磁気シート・磁気ディス 2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.09 拒絶査定
ク・光ディスク・電子回路
【06】建築物の金属製外壁，建築用又は構築用の金属製専用材料

通常 2005-063128

※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]
2005.06.22 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))
2006.03.14 手続補正書
2006.05.26 拒絶査定
2006.08.11 手続補正書(方式)
2007.09.13 登録料納付
[登録]
2007.09.08 登録査定書
2007.09.13 設定納付書
2007.10.16 登録証
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2005.07.11 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)
2006.05.09 拒絶査定

2008/2/14
30／69

３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

99

100

101

商標（見本）

商標

Ｆｉｌｅ Ｓｅｒｖｅｒ Ａｕｄｉｔ

ＬＢ Ｉｍａｇｅ Ｂａｃｋｕｐ

おまかせコピー

種別 出願番号

区分

ＳＢジョイント

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2005.08.16 手続補正指令書(出願)
2005.09.15 手続補正書(方式)
2005.10.17 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.02 拒絶査定

09

【09】電子計算機用プログラム，電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2005.07.11 認定･付加情報
2006.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.02 手続補正書
2006.03.02 意見書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.02 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定
2006.06.13 手続補正書
2007.06.12 登録料納付
2007.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
[登録]
2007.06.12 登録査定書
2007.06.12 設定納付書
2007.07.03 登録証

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
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料

【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)
2006.05.19 拒絶査定

通常:
2005-063184
標準

通常:
2005-063345
標準

通常:
2005-063843
標準

通常 2005-063901

※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

06
102

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.12 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)
2006.02.13 意見書
2006.05.12 拒絶査定
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No.

103

104

105

106

107

108

109

商標（見本）

商標

ＳＢソケット

ＳＢクランプ

カーボニカ

人工療養泉

出会いの達人

ＢＴユニットパネル

ＢＴパネル

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.12 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)
2006.02.03 意見書
2006.02.03 手続補足書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.12 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)
2006.02.03 意見書
2006.05.12 拒絶査定

11

【11】浴槽類，浴室用装置，浴室用配管固定具，浴室用湯沸器，スパ用浴槽，シャワー室， 【中間記録情報】
ろ過器（家庭用又は工業用の設備の部品、他の類に属するものを除く。），シャワー器具， [審査]
2005.06.30 願書
硬水軟化装置，ユニットバス，水循環装置，カーボン使用の温浴装置，
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定

11,37,44

【11】浴室ユニット，浴槽類
【37】貯蔵槽類の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守，浴
槽又は浴槽がまの清掃
【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.30 願書
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))
2006.02.21 手続補正書
2006.02.21 意見書
2006.05.12 拒絶査定

09

【09】電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び
その他の記録媒体，電気計算機，電子計算機用プログラム，電子出版物

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.30 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

06,09

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製柵，金属製間仕切り壁，金属製建具， 【中間記録情報】
金属製金具，金属製建造物組立てセット，金属製のネームプレート及び標札，金属製靴ぬ [審査]
ぐいマット，金属製立て看板，金属製彫刻，金属製の墓標及び墓碑用銘板
2005.07.13 願書
2005.07.19 認定･付加情報
【09】券売機，精算機，カウンター
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

06,09

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製柵，金属製間仕切り壁，金属製建具， 【中間記録情報】
金属製金具，金属製建造物組立てセット，金属製のネームプレート及び標札，金属製靴ぬ [審査]
ぐいマット，金属製立て看板，金属製彫刻，金属製の墓標及び墓碑用銘板
2005.07.13 願書
2005.07.19 認定･付加情報
【09】券売機，精算機，カウンター
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

通常 2005-063902

通常 2005-063903

通常 2005-064259

通常 2005-064739

通常:
2005-064765
標準

通常:
2005-064768
標準

通常:
2005-064769
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
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10,11

110

肌にやさしい

通常:
2005-065040
標準

09,35,38,41,42

111

§ Ｅｒ

通常 2005-065336

※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
【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，温熱治
療用具，その他の医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人
用便器，耳かき
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水
器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，使い捨てかいろ，かい
ろ，かいろ灰，あんか，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
【09】コンピュータ用ソフトウェア（記憶されたもの），データ処理成果物たる新聞・雑誌・書
籍・地図・図面・写真の画像及び文字情報を記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード及び磁気テープ
【35】電子計算機の操作に関する運用管理，経営の診断及び指導，企業の業務・法務・税
務・営業・商品取引・人事の管理に関する援助・助言及びその情報の提供，コンピュータに
よる事業・商業又は工業の管理に関する援助及び指導，市場調査，経済に関する情報の
提供，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進に関する助言及び指導，通信に
よる商品販売契約の仲介及び事務手続の代行，広告，雑誌・新聞・チラシ・インターネット
におけるホームページ・その他の媒体による広告の代理，コンピュータによるファイルの管
理，輸出入に関する事務（派遣によるもの及び代理又は代行を含む。），商品見本市及び
商品展示会の企画・運営又は開催，商品見本市及び商品展示会に関する情報の提供
【38】電気通信に関する助言及びその情報提供，電子計算機端末による電子データ交換，
通信ネットワークの運用と管理の代行，電子計算機端末による通信ネットワークへの接続
の提供，映像・音声情報及びディジタルデータ伝送用通信回線の提供，特定の者に専用さ
せる通信回線の提供
【41】電子計算機の技術・操作・管理・修理・保守又は電子計算機用プログラムの設計に関
する知識の教授，経営に関する知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，一般廃棄物
及び産業廃棄物の収集及び処分に関する消費者及び企業への教育・指導・知識の教授，
廃棄物の再生処理に関する教授，公害防止に関する消費者及び企業への教育・指導・知
識の教授
【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（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，電子計算機を用いて行う情報処理，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。）及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成，電子計算機用
データのデータベースの設計・作成又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.07.15 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

09,35,38,39,40,41,4 【09】コンピュータ用ソフトウェア（記憶されたもの），データ処理成果物たる新聞・雑誌・書 【中間記録情報】
籍・地図・図面・写真の画像及び文字情報を記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－Ｒ [審査]
2

112

§ Ｅ

通常 2005-065337

09

113

ＭＳＳ

優先:
2005-065567
標準

10

114

深もみパワー

通常:
2005-065745
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

ＯＭ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード及び磁気テープ
2005.07.14 願書
2005.07.15 認定･付加情報
【35】電子計算機の操作に関する運用管理，経営の診断及び指導，企業の業務・法務・税
務・営業・商品取引・人事の管理に関する援助・助言及びその情報の提供，コンピュータに 2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
よる事業・商業又は工業の管理に関する援助及び指導，市場調査，経済に関する情報の 条1項11号を除く))
提供，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進に関する助言及び指導，通信に 2006.05.12 拒絶査定
よる商品販売契約の仲介及び事務手続の代行，広告，雑誌・新聞・チラシ・インターネット
におけるホームページ・その他の媒体による広告の代理，コンピュータによるファイルの管
理，飲食店の事業の管理，輸出入に関する事務（派遣によるもの及び代理又は代行を含
む），商品見本市及び商品展示会の企画・運営又は開催，商品見本市及び商品展示会に
関する情報の提供
【38】電気通信に関する助言及びその情報提供，電子計算機端末による電子データ交換，
通信ネットワークの運用と管理の代行，電子計算機端末による通信ネットワークへの接続
の提供，映像・音声情報及びディジタルデータ伝送用通信回線の提供，特定の者に専用さ
せる通信回線の提供
【39】廃棄物の車両による輸送，廃棄物の車両による輸送の媒介，廃棄物の車両による輸
送の情報の提供，貨物の梱包，貨物の積卸し，貨物輸送の媒介，貨物輸送の情報の提
供，廃棄物の保管，廃棄物の保管の情報の提供，コンテナの貸与，パレットの貸与，自動
車の貸与
【40】一般廃棄物の処分，産業廃棄物の処分，廃棄物の再生，廃棄物再生処理装置の貸
与，一般・産業廃棄物の処理及び再資源化に関する情報の提供，一般・産業廃棄物の処
分に関する技術指導及び助言，廃棄物の再生に関する助言，食料品・飲料品又は食品成
分の加工
【41】電子計算機の技術・操作・管理・修理・保守又は電子計算機用プログラムの設計に関
する知識の教授，経営に関する知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，一般廃棄物
【09】無線通信用コンピュータネットワークで使用され無線通信及び無線通信における接続 【中間記録情報】
性を可能にし容易化する電気通信機械器具，その他の電気通信機械器具，無線通信用コ [審査]
ンピュータネットワークで使用され無線通信及び無線通信における接続性を可能にし容易 2005.07.15 願書
2005.07.21 優先権証明書提出書
化する電子応用機械器具及びその部品，その他の電子応用機械器具及びその部品
2005.08.18 認定･付加情報
2005.08.18 認定･付加情報
2005.11.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.15 期間延長請求書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.15 手続補正書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.03.15 認定･付加情報
2006.03.15 手続補足書
2006.03.15 意見書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶査定
2006.08.29 手続補正書
2006.08.29 手続補足書
2006.10.13 手続補正書(方式)
【10】低周波治療器，マッサージ器，家庭用電気マッサージ器
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
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
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 手続補正書
2006.03.31 意見書
2006.05.09 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

115

ＧＢ－ＮＡＮＤ

通常:
2005-065748
標準

09

116

ＧＢＮＡＮＤ

通常:
2005-065749
標準

09

117

スマートブラウザ

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，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】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】電子計算機用プログラム

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.07.15 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.06 意見書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定
2006.08.04 手続補正書(方式)
2007.11.19 登録料納付
[登録]
2007.11.02 登録査定書
2007.11.19 設定納付書
2007.12.04 登録証

通常:
2005-065894
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.07.15 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)
2006.03.06 意見書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定
2006.08.04 手続補正書(方式)
2007.11.19 登録料納付
[登録]
2007.11.02 登録査定書
2007.11.19 設定納付書
2007.12.04 登録証

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.04 願書
2005.07.29 手続補正指令書(出願)
2005.08.01 手続補正書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,14,16,20,26

118

ＩＤＢＬＯＣＫ＼ＩＤブロック＼アイ
通常 2005-066251
デイ

119

通常:
2005-066524
標準

120

121

122

メールカット

アダプター

エルセントロ

09

【09】写真機械器具，電気通信機械器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.20 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

11

【11】浴室ユニット，業務用石油湯沸かし器，その他のボイラー，水道用栓，タンク用水位制 【中間記録情報】
御弁，パイプライン用栓，太陽熱利用温水器用湯水混合給湯器，太陽熱利用温水器，給
[審査]
湯用湯水混合装置，浄水装置，家庭用電気温水器，業務用電気温水器，水道蛇口用座
2005.07.20 願書
金，水道蛇口用ワッシャー，貯湯式ガス湯沸かし器，潜熱回収型ガス給湯器，ガス湯沸か 2005.07.20 認定･付加情報
し器用熱交換器，湯沸かし器用リモートコントローラー，ガス湯沸かし器用循環口カバー，
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ガス湯沸かし器用循環口固定具，ガス湯沸かし器用循環口金具，ガス湯沸かし器，潜熱 項16号)
回収型石油給湯器，家庭用石油湯沸かし器，オイルバーナー，ガスバーナー，ガス点火
2006.02.23 意見書
器，その他の加熱器，気泡発生装置付き浴槽，シャワー器具，風呂釜用循環口カバー，風 2006.02.23 認定･付加情報
呂釜用循環口固定具，風呂釜用循環口金具，風呂釜，その他の浴槽類
2006.05.08 拒絶査定

06

【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 【中間記録情報】
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 [審査]
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
2005.07.20 願書
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
2005.07.25 認定･付加情報
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 2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.05.12 拒絶査定
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，

通常:
2005-066612
標準

通常:
2005-066691
標準

通常 2005-067032

※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]
2005.07.19 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.27 意見書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶査定
2006.07.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

10
ラクーダ

指定商品・役務
【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，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Ｃ
Ｄー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，潜水用機械器具，
レギュレーター，アーク溶接機，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉自動開閉
装置，耳栓
【14】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，貴金属製の花瓶・
水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及
び財布，貴金属製喫煙用具，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，記
念カップ，記念たて，キーホルダー
【10】医療用機械器具，治療用機械器具，マッサージ器，振動マッサージ器，医療用身体訓
練装置，物理療法用機械器具，家庭用電気マッサージ器，家庭用美容マッサージ器
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.19 願書
2006.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.01 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

123

124

125

126

127

128

129

商標（見本）

商標

手間なしサイクロン

トリプルブラシ

クリーニングロボ

枝管ライニング

取付管ライニング

マンホールライニング

途中ライニング

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【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

【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
2006.01.27 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
2006.03.07 認定･付加情報
2006.05.19 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

【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
2006.01.27 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
2006.03.07 認定･付加情報
2006.05.19 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

【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
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

19

【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，合成樹脂製の管ライニング材

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.22 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

19

【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，合成樹脂製の管ライニング材

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.22 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

19

【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，合成樹脂製の管ライニング材

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.22 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

19

【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，合成樹脂製の管ライニング材

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.22 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

通常:
2005-067157
標準

通常:
2005-067160
標準

通常:
2005-067162
標準

通常:
2005-067589
標準

通常:
2005-067591
標準

通常:
2005-067593
標準

通常:
2005-067595
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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

2008/2/14
37／69

３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

130

131

132

商標（見本）

商標

ＲＭＦ＼アールエムエフ

フェイストラッキング＼ＦＡＣＥＴ
ＲＡＣＫＩＮＧ

種別 出願番号

区分

09

【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
[審査]
部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具
2005.07.22 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

11,22,37,38

【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
【22】ターポリン，帆，原料繊維，衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿，編みひも，真田ひ
も，のり付けひも，よりひも，綱類，網類（金属製又は石綿製のものを除く。），布製包装用
容器，わら製包装用容器，結束用ゴムバンド，日よけ，雨覆い，天幕，日覆い，よしず，靴
用ろう引き縫糸，ザイル，登山用又はキャンプ用のテント，おがくず，カポック，かんなくず，
木毛，もみがら，ろうくず，牛毛，人毛，たぬきの毛，豚毛（ブラシ用のものを除く。），馬毛，
羽
【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，火災報知器の修理又は保守，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
【12】二輪自動車並びにその部品及び付属品，自転車並びにその部品及び付属品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.09 願書
2005.07.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.05 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.20 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))
2006.03.08 手続補正書
2006.03.15 意見書
2006.03.21 手続補足書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

【09】業務用テレビゲーム機
【41】業務用テレビゲーム機などが供される娯楽施設の提供，音声を発し画像を表示する
表示装置付きおもちゃの貸与，業務用テレビゲーム機などが供される遊園地用機械器具
の貸与

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.25 願書
2006.02.10 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))
2006.03.15 手続補正書
2006.03.15 手続補足書
2006.03.15 意見書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定

通常 2005-067646

通常 2005-067719

Ｗｉｔｈ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｓｉｎｃｅ １９０
通常 2005-068030
１＼ｍＯＲＩＴＡｎＩ

バイク技術研究所

通常:
2005-068167
標準

09,41

134

立体商標

通常:
2005-068256
立体

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

中間記録

【09】測定機械器具

12

133

指定商品・役務

09

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.22 願書
2006.02.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.25 願書
2005.07.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.04 認定･付加情報
2005.08.05 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定
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No.

135

136

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

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，コン
ピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，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
【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
【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
【11】家庭用電熱用品類

通常:
2005-068521
標準

09

137

ＳＩＰｎｅｔ

通常:
2005-068530
標準

09

138

ＳＩＰｎｅｔ ＶｏｉｃｅＸＭＬ Ｓｅｒｖｅｒ

通常:
2005-068531
標準

11
139

かまど炊き

通常:
2005-068602
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】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 【中間記録情報】
部品，ダウンロード可能な音楽，録音済みのコンパクトディスク・その他の録音済み記録媒 [審査]
2005.07.25 願書
体，ダウンロード可能な画像，録画済みのビデオテープ・ビデオディスク・磁気ディスク・光
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ディスク・ＣＤ－ＲＯＭその他の録画済み記録媒体，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，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを 項16号)
記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，電子楽器用自動演奏プログラムを記 2006.05.16 拒絶査定
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ

ＤＢＰＬＡＹＥＲ＼ディービープレ
通常 2005-068363
イヤー

ＯＰＥＮ ＮＥＴＸＢＡＳＥ

指定商品・役務

09

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.25 願書
2005.07.26 認定･付加情報
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.09 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.25 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定
2006.07.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.25 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.26 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

140

海外人気ゲーム

熱活性

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.27 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.19 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，現金自動預け支払い機，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，災害防止対策・
人命救助・避難誘導・ガス漏れや酸欠対策用の酸素呼吸器，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
【09】蓄電池

09

【09】蓄電池

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.13 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-068800
標準

通常:
2005-068901
標準
09

142

143

144

ｃｏｍｐｉ ｖｏｌ．１

通常 2005-069154

Ｋａｎｋｙｏ Ｂａｔｔｅｒｙ

通常:
2005-069595
標準

環境電池

通常:
2005-069596
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]
2005.07.26 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

09,16
141

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，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，ダウンロード可能なコンピュータプ
【09】バーコードプリンタ・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，電気通信機械器具，盗難警報器，配電用又は制御用の機械器具
【16】ラベル（布製を除く。）・シール・下げ札・値札その他の文房具類，紙類，荷札，ハンドラ
ベラー，ラベル剥離器，印字用インクリボン

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.26 願書
2006.02.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.18 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.13 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

145

146

147

148

149

150

151

商標（見本）

商標

フロスト

簡単ソケット

ＬＳ－ＥＭ

クイックリフトダンパー

スプリウム＼ＳＵＰＲＥＭＥ

エルパソ＼ＥＬ ＰＡＳＯ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】人造石材

11

【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，家庭用浄水器

09

【09】電線及びケーブル

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，陸上の乗物用の機械要素
2005.07.15 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)
2006.05.12 拒絶査定

12

【12】自転車並びにその部品及び附属品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.08.08 認定･付加情報
2005.08.12 認定情報通知書
2006.01.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

12

【12】自転車並びにその部品及び附属品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.08.08 認定･付加情報
2006.01.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

12

【12】自転車並びにその部品及び附属品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.08.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.05 認定･付加情報
2005.08.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.08.12 認定情報通知書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-069716
標準

通常:
2005-069743
標準

通常:
2005-070007
標準

通常:
2005-070077
標準

通常 2005-070114

通常 2005-070115

ティアドロップ＼ＴＥＡＲ ＤＲＯＰ 通常 2005-070124

※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]
2005.07.28 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.09 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.28 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.28 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.23 意見書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

152

153

商標（見本）

商標

ストレッチングボード

ファシリモーター

種別 出願番号

区分

155

156

光シールドセンサ

３Ｄ Ｔｒａｆｆｉｃ Ｃｏｕｎｔｅｒ

チョークライン

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.29 願書
2005.07.29 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定

07,08,35

【07】金属加工機械器具，土木機械器具，プラスチック加工機械器具，石材加工機械器具，
電気式ワックス磨き機，電気掃除機，塗装機械器具
【08】手動工具，手動利器
【35】広告，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，輸出入に関する事務
の代理又は代行，書類の複製，速記，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，筆耕，文書又は磁気テープのファイリング，建築物における来
訪者の受付及び案内
【09】センサーにより侵入者を探知して警報を発する防犯装置

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.29 願書
2005.08.03 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.05.19 拒絶査定

通常 2005-070352

通常:
2005-070517
標準

通常 2005-070616

ハンディ チョークライン Ｎｅｏ

【09】写真機械器具，映画機械器具，光学器械器具，測定機械器具，電気通信機械器具， 【中間記録情報】
電子応用機械器具及びその部品
[審査]
2005.07.19 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

08

【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（「刀剣」を除く。），刀剣，手動工具（「すみつぼ類・皮砥・鋼
砥・砥石」を除く。），すみつぼ類，皮砥，鋼砥，砥石，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。），水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレット
ナイフ
【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（「刀剣」を除く。），刀剣，手動工具（「すみつぼ類・皮砥・鋼
砥・砥石」を除く。），すみつぼ類，皮砥，鋼砥，砥石，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。），水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレット
ナイフ
【11】蒸気を使用する乾燥装置，蒸気を使用する換熱器，蒸気を使用する蒸煮装置，蒸発
装置，蒸気に対する熱交換器，蒸気を使用する牛乳殺菌機，蒸気を使用する工業用炉，
蒸気を使用する飼料乾燥装置，ボイラー（過熱蒸気発生装置を含む。），蒸気を使用する暖
冷房装置，蒸気を使用する業務用衣類乾燥機，蒸気を使用する美容院用又は理髪店用の
機械器具（いすを除く。），蒸気を使用する業務用加熱調理機械器具，蒸気を使用する業務
用食器乾燥機，蒸気を使用する業務用食器消毒器，蒸気を使用する加熱器，蒸気を使用
する洗浄機能付き便座，蒸気を使用するごみ焼却炉

通常 2005-070753

通常:
2005-070905
標準

通常 2005-070906

11
158

ＥＣＯ－ＳＴＥＡＭ

通常:
2005-070934
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]
2005.07.29 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.02 拒絶査定

09

08

157

中間記録

【10】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

09
154

指定商品・役務

10

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.29 願書
2006.02.02 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
2006.03.14 手続補足書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.05.18 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.29 願書
2006.02.02 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
2006.03.14 手続補足書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.05.18 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.29 願書
2005.08.01 認定･付加情報
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.09 拒絶査定

2008/2/14
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No.

159

160

商標（見本）

商標

Ｔａｎｄｅｍ

ローパワー

種別 出願番号

区分

ブロワバキューム

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.01 願書
2005.08.01 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

11

【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水
器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ
灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用い
す，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，化学物質を充てんした保温保冷具，火鉢類
【12】浄化槽清掃用作業車
【37】浄化槽の修理、保守又は清掃

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.01 願書
2005.08.01 認定･付加情報
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.09 拒絶査定

【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
【19】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，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，セメント及びその製品，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.01 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)
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-070939
標準

通常 2005-071077

通常:
2005-071139
標準

09

162

ＳＩＰｎｅｔ Ｃｌｉｅｎｔ

通常:
2005-071221
標準

19
163

フレックスコート

通常:
2005-071434
標準

19
164

フレックスパネル

通常:
2005-071435
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】直流発電機，交流発電機

12,37

161

指定商品・役務

07

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.01 願書
2005.08.01 認定･付加情報
2005.11.10 出願人名義変更届
2005.11.10 手続補足書
2005.12.09 認定･付加情報
2005.12.12 認定･付加情報
2006.01.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.02 願書
2005.08.02 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

【19】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 【中間記録情報】
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 [審査]
2005.08.02 願書
用の専用材料，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
2005.08.02 認定･付加情報
の専用材料，セメント及びその製品，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（機械）２００６．０５.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

【07】放電加工機・放電加工機専用の電源装置・その他の金属加工機械器具，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
【06】建築用又は構築用の金属専用材料，金属製金具

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.02 願書
2005.08.02 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.08 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.20 願書
2006.01.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.03 願書
2005.08.03 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

09,35,36,38,42

【09】ＩＣカードその他のメモリーカード，ＩＣカードその他のメモリーカードの読取装置，データ
ベース・ネットワーク・決済システムその他に使用する電子計算機（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・磁気カード・光ディ
スク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。），電気通信機械器具，録音済みの磁気
カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，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，ポイント蓄積式カード自動発行
機，自動販売機，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，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，
家庭用テレビゲームおもちゃ
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カー
ド・割引付特典カードの発行・清算及び発行の仲介，ポイント蓄積式カード・割引付特典
カードによる販売又は営業促進策の企画，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式
カード・割引付特典カードの加盟店・会員の募集及びその管理，ポイント蓄積式カード自動
発行機の貸与，経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，職業
のあっせん，求人情報の提供，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞
の予約購読の取次ぎ，書類の複製，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，文書又は磁気テープのファイリング，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与
【36】クレジットカード及びデビットカードの発行の取次ぎ及びあっせん，クレジットカード及
びデビットカードの利用に関する情報の提供，クレジットカード及びデビットカードの発行者
に代わってする支払代金の清算・会員の募集及び会員の管理，テレホンカードその他のプ
リペイドカードの発行，有価証券の売買，企業の信用に関する調査
【38】移動体電話による通信，電子計算機端末による通信，インターネットを利用した電子
計算機端末による通信，電話による通信，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与，
電子計算機端末による通信に関するコンピュータデータベースによる情報の提供
【19】生コンクリート

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.03 願書
2006.02.03 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))
2006.02.20 手続補正書
2006.02.20 意見書
2006.05.19 拒絶査定
2007.02.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

07
165

ＤＩＧＩＴＡＬ―ＦＳ

通常:
2005-071458
標準
06

166

167

168

ｇｏ

Ｄｙｎａｍｉｃ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ

ポイントマーケット

通常 2005-071880

通常:
2005-071927
標準

通常:
2005-071992
標準

19
169

ミサトコンクリート

通常:
2005-072035
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
[審査]
2005.08.03 願書
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.17 拒絶査定
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No.

170

171

172

173

174

175

商標（見本）

商標

ＯＨＩＺＵＭＩ

ＳＵＰＥＲ．ＦＩ

タフコート

種別 出願番号

区分

電磁場凍結

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.03 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.08 拒絶査定

09

【09】音声の伝導・増幅及び監視装置，音響分離装置，オーディオミキサー

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.03 願書
2005.10.19 優先権証明書提出書
2005.11.18 認定･付加情報
2005.12.20 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))
2006.03.14 期間延長請求書
2006.04.20 意見書
2006.04.20 手続補足書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.05.25 拒絶査定

09

【09】眼鏡用レンズ，眼鏡，眼鏡の部品及び附属品

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.04 願書
2005.08.04 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

11

【11】急速凍結庫，業務用食品急速凍結冷凍庫，業務用冷凍庫，冷凍保管庫，冷凍用又は 【中間記録情報】
冷蔵用のショーケース，その他の冷凍機械器具，業務用解凍電気冷蔵庫，業務用の食品 [審査]
2005.08.04 願書
解凍庫，業務用の食品解凍用機械器具，アイスボックス，氷冷蔵庫
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.16 拒絶査定

11

【11】急速凍結庫，業務用食品急速凍結冷凍庫，業務用冷凍庫，冷凍保管庫，冷凍用又は 【中間記録情報】
冷蔵用のショーケース，その他の冷凍機械器具，業務用解凍電気冷蔵庫，業務用の食品 [審査]
2005.08.04 願書
解凍庫，業務用の食品解凍用機械器具，アイスボックス，氷冷蔵庫
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.16 拒絶査定

11

【11】急速凍結庫，業務用食品急速凍結冷凍庫，業務用冷凍庫，冷凍保管庫，冷凍用又は 【中間記録情報】
冷蔵用のショーケース，その他の冷凍機械器具，業務用解凍電気冷蔵庫，業務用の食品 [審査]
2005.08.04 願書
解凍庫，業務用の食品解凍用機械器具，アイスボックス，氷冷蔵庫
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.16 拒絶査定

通常 2005-072198

優先 2005-072371

通常:
2005-072429
標準

通常:
2005-072529
標準

通常:
2005-072530
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】電子応用機械器具及びその部品

イーエムフリーザー＼ＥＭ ＦＲ
通常 2005-072528
ＥＥＺＥＲ

電磁場冷凍

指定商品・役務

09
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No.

176

177

178

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

12

【12】船舶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・ 【中間記録情報】
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 [審査]
ヤカー，車いす，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 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
乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリン
グ，陸上の乗物用の動力伝導装置，陸上の乗物用の緩衝器・ばね，陸上の乗物用の制動 項16号)
装置，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。），タイヤ又はチュー 2006.05.19 拒絶査定
2007.07.06 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
ブの修繕用ゴムはりつけ片，乗物用盗難警報器

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
【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

ジェットヒーター＼ＪＥＴ ＨＥＡＴ
通常 2005-072633
ＥＲ

プラグインハイブリッド

らくらくスキャン

ダイレクト写真印刷

通常:
2005-072650
標準

通常:
2005-073042
標準

通常:
2005-073043
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】燃料噴射式温風暖房装置

09

179

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
[審査]
2005.08.04 願書
2005.08.04 認定･付加情報
2006.02.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 手続補正書
2006.03.20 意見書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.03.20 認定･付加情報
2006.03.22 手続補足書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.05.31 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.05 願書
2005.08.05 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.10 意見書
2006.05.19 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.05 願書
2005.08.05 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

2008/2/14
46／69

３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38

180

Ｓｅｃｒｅｔ ｆｏｌｄｅｒ＼シークレット
フォルダ

通常 2005-073050

09,42

181

ＭｏｄｕｌａｒＣｏｎｔｒｏｌｌｅｒ

通常 2005-073057

19

182

ブロックプラスター

通常:
2005-073063
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】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
【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
【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
み台（金属製のものを除く。），石製彫刻，コンクリート製彫刻，大理石製彫刻，鉱物性基礎
材料，砂・鉱物・樹脂粒・ガラス粒等を配合した内外装仕上げ塗材又は内外装下塗材，砂・
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.08.05 願書
2005.08.05 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.05 願書
2005.08.05 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.05 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)
2006.05.11 拒絶査定
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No.

183

184

185

186

187

188

189

商標（見本）

商標

マリアブルカテーテル

Ｍａｌｌｅａｂｌｅ Ｃａｔｈｅｔｅｒ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【10】バルーンカテーテル，血管カテーテル，送血用カテーテル，灌流用カテーテル，その他 【中間記録情報】
[審査]
の医療用カテーテル
2005.08.05 願書
2006.02.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.17 拒絶査定

10

【10】バルーンカテーテル，血管カテーテル，送血用カテーテル，灌流用カテーテル，その他 【中間記録情報】
[審査]
の医療用カテーテル
2005.08.05 願書
2006.02.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.17 拒絶査定

05,10

【05】歯科用材料
【10】歯科用機械器具，その他の医療用器械器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.05 願書
2005.08.05 認定･付加情報
2006.02.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

09

【09】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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.05 願書
2005.08.05 認定･付加情報
2006.02.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

19

【19】プラスチック製暗渠排水管，プラスチック製土木用排水管，その他のプラスチック製排 【中間記録情報】
[審査]
水管，プラスチック製排水材
2005.08.05 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

09

【09】遠隔制御装置、コンピュータープログラム、ソフトウエア

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.25 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定

09

【09】遠隔制御装置、コンピュータープログラム、ソフトウエア

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.25 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-073179
標準

通常:
2005-073180
標準

エアロゾルデポジション＼Ａｅｒｏ
通常 2005-073189
ｓｏｌ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ

Ａｅｒｏｓｏｌ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ

ネオドレン

ホームコントローラ

ホームコントロールシステム

通常:
2005-073190
標準

通常:
2005-073292
標準

通常 2005-073491

通常 2005-073492

※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
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

190

191

192

193

194

195

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

濃縮バブルパワー洗浄

ｕ－コンセント

５００円ＤＶＤ

名作映画＼５００円ＤＶＤ

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.08 手続補正書(方式)
2005.08.08 願書
2005.09.05 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.16 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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.08 手続補正書(方式)
2005.08.08 願書
2005.09.07 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.16 拒絶査定

09,38,42

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.08 願書
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.31 拒絶査定

09

【09】制御可能なコンセント，赤外線受信機，赤外線送信機，遠隔制御装置，その他の電気
通信機械器具，電気通信及びコンピュータネットワーク用のルータ，電子応用機械器具及
びその部品
【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，国際ボイスメール通信，
データ通信，映像の伝送交換，特定の者に専用させた設備による通信，その他の電気通
信（放送を除く。），データ通信その他の電気通信（放送を除く）に関する情報の提供，電話
機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用
プログラムの提供，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
【09】録画済みＤＶＤ

09

【09】録画済みＤＶＤ

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.26 願書
2005.08.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.26 手続補正指令書(出願)
2005.08.31 上申書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-073635
標準

通常:
2005-073636
標準

通常 2005-073903

通常 2005-073991

通常 2005-073992

※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】ボンネット。バンパー。リヤーフェンダーパネル。フェンダーパネル。ドアーパネル。トラ 【中間記録情報】
[審査]
ンクパネル。
2005.07.25 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定

カーボデー アウトサイド コン
通常 2005-073498
フィデンシャル エア＼ーバック

高速サイクロンスピン乾燥

指定商品・役務

12
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.26 願書
2005.08.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.19 手続補正指令書(出願)
2005.08.31 上申書
2005.10.04 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

196

197

198

199

200

商標（見本）

商標

§Ｋ－Ｂｒｉｇｈｔｅｎ

ボイレコ

図形商標

飛び出すダストカップ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】電球類及び照明用器具

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
2005.08.09 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
2006.02.07 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
2006.05.16 拒絶査定

09

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.09 願書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.02.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.13 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))
2006.05.18 拒絶査定

07

【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，避雷針，アース
棒，アース板，電池，蓄電池，レベルチェッカ，その他の電気磁気測定器，同軸ケーブル，
フイーダー，その他の電線及びケーブル，オーディオ用接続コード，ビデオ用接続コード，
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，ガス漏れ検知器，ガス感知器，煙感知器，火災感知器，防災用非常警報
器用押しボタン，防犯用侵入者検知器，防犯非常警報器用押しボタン，侵入者検知用ドア
用センサー，侵入者検知用赤外線センサー，電源装置，集合ケーブル，回線接続装置，電
気情報通信用インターホン・ブースター・ターミナルアダプタ・ルーター・モデム・ハブ，情報
用コンセント，パラボラアンテナ，ＦＭアンテナ，ＶＨＦアンテナ，ＵＨＦアンテナ，ハムアンテ
ナ，その他のアンテナ，テレビ共同受信用のアンテナ支持具・ミキサー・セパレーター・埋込
直列ユニット・分配器・分岐器・整合器・減衰器・ダミー抵抗器・ブースター・コンバーター・コ
ネクター・保安器・テレビ端子・アンテナプラグ・ブースター電源装置・電源挿入器・ＣＡＴＶ
ヘッドエンド及び電源供給器，衛星通信用の受信機及びチューナー，衛星放送用の受信機
及びチューナー，デジタル放送用の受信機及びチューナー，衛星追尾装置，衛星用変調
器，無停電電源供給器，充電器，オーディオ・ビデオ切換器，高周波切換器，水平垂直偏
波切換器，水平垂直偏波分波器，アンテナ切換器，トランシーバー，ワイヤレスヘッドホン，
乗物用ナビゲーション装置，テレビジョン受像機，ビデオ用プロジェクター，光送受信機，光
分岐器，光分配器，光分波器，光伝送用幹線増幅器，ＣＤプレーヤー，ビデオテープレコー
ダー，その他の電気通信機械器具，レコード，未記録のＣＤ，録音済みＣＤ，録画済みＣＤ，
電子計算機（コンピュータ）用プログラム又はデータを記憶させたＣＤ，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，電気情報通信用ルー
ター及びブースター等の機器収納用の収納箱，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
【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

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.10 願書
2005.08.17 手続補正書(方式)
2005.09.14 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

通常 2005-074000

通常:
2005-074353
標準

通常 2005-074435

通常:
2005-074706
標準

ＦＩＬＴＥＲ ＣＬＥＡＮＩＮＧ ＲＯＢ 通常:
2005-074708
ＯＴ
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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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.26 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.10 願書
2005.08.17 手続補正書(方式)
2005.09.14 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定
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No.

201

202

203

204

205

206

商標（見本）

商標

ＦＩＬＴＥＲ ＭＡＩＮＴＥＮＡＮＣＥ
ＲＯＢＯＴ

パワフルコンパクトヘッド

コンパクトブラッシングパワー
ヘッド

アンチエイジングデンチャー

ケータイ放送局

§ＡＤＶＡＮＣＥＤ ＩＮＫ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.10 願書
2005.08.17 手続補正書(方式)
2005.09.14 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.10 願書
2005.08.17 手続補正書(方式)
2005.09.14 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.10 願書
2005.08.17 手続補正書(方式)
2005.09.14 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

10

【10】義歯，義歯の部品及び附属品，歯科用機械器具並びにそれらの部品及び附属品，歯 【中間記録情報】
[審査]
科技工用装置並びにそれらの部品及び附属品
2005.08.10 願書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.02.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.04 意見書
2006.04.05 認定･付加情報
2006.05.08 拒絶査定

09

【09】携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うダウンロード可能な待ち 【中間記録情報】
[審査]
受け画面用の画像，携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うダウン
2005.07.29 願書
ロード可能な動画
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

02,09

【02】インクジェットプリンター用インク，インクジェットプリンター用インクカートリッジ，その他 【中間記録情報】
の印刷インキ
[審査]
【09】インクジェットプリンター，コンピュータ用プリンター，切断機を兼ね備えたコンピュータ
2005.08.10 願書
用プリンター，測定機械器具，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画 2005.08.11 認定･付加情報
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，電気ブ 2005.09.20 優先権証明請求書
ザー，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，写真複写機，製図用又は図案用の機械 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
器具，家庭用テレビゲームおもちゃ
2006.05.11 拒絶査定

通常:
2005-074740
標準

通常:
2005-074741
標準

通常:
2005-074742
標準

通常:
2005-074986
標準

通常 2005-075075

通常 2005-075174

※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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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

207

208

209

210

211

商標（見本）

商標

一発告知

ＨＩＧＨＳＰＥＥＤＤＥＢＵＲＲＩＮＧ

α波＼αＷＡＶＥ

１／ｆ ゆらぎ健康法

ＦＡＳＴＤＶＤ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】スロットマシン

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.11 願書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 意見書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.05.22 拒絶査定

07

【07】フライス削り・穴あけ・中ぐり・ねじ立てなどの作業が一度に高速でできる金属加工用
数値制御工作機械

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.11 願書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.17 手続補正書
2006.05.17 意見書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定

09

【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]
音声・映像
2005.08.11 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.26 意見書
2006.03.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 認定･付加情報
2006.04.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.15 拒絶査定

09

【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]
2005.08.11 願書
音声・映像
2005.08.30 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.26 意見書
2006.03.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.29 認定･付加情報
2006.04.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.15 拒絶査定

09

【09】ＤＶＤ、または、ＣＤの自動書き込み装置

通常:
2005-075250
標準

通常:
2005-075512
標準

通常 2005-075531

通常 2005-075532

通常:
2005-075645
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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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.29 願書
2005.08.19 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.19 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

212

213

214

商標（見本）

商標

ペット－ＭＲ

アンダーカット

アウトレットプラザ

種別 出願番号

区分
【10】医療用機械器具

06

【06】金属製金具

09,35

【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
【35】通信販売のカタログによる広告，その他の広告，商品の販売に関する情報の提供，
商品の購入に関する指導・助言，インターネットによる通信販売にかかる商品の売買契約
の媒介，その他の通信販売にかかる商品の売買契約の媒介，インターネットによる通信販
売の注文・受付・発注・配送に関する事務処理代行，その他の通信販売事務の代行・取次
【11】暖冷房装置，業務用空気清浄機

通常 2005-075648

通常:
2005-075702
標準

通常:
2005-075792
標準

11
215

空間リフレッシャー

指定商品・役務

10

通常:
2005-075812
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]
2005.07.30 願書
2005.08.26 手続補正指令書(出願)
2005.09.05 手続補正書(方式)
2005.10.17 認定･付加情報
2005.10.17 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.29 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)
2006.05.19 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.08.12 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.12 願書
2005.08.12 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.16 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

216

217

商標（見本）

商標

ビジュアルクイズ

セックスボランティア

種別 出願番号

区分

Ｍ２

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.12 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2005.11.25 代理人辞任届
2005.11.25 認定･付加情報
2005.12.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.15 拒絶査定

09,41

【09】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】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，書籍の制作，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。），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。），映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，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
【09】ＩＣメモリーカード，パーソナルコンピュータ，携帯情報端末，コンピュータプリンター，光
ディスクドライブ，磁気ディスクドライブ，コンピュータ用マザーボード・ハードディスクドライ
ブ・キーボード・モニター，その他の電子応用機械器具及びその部品，携帯電話，テレビ
ジョン受信機，液晶テレビジョン受信機，プラズマディスプレイテレビジョン受信機，プロジェ
クションテレビジョン受信機，ＤＶＤプレーヤー，ＤＶＤレコーダー，ＣＤプレーヤー，ＣＤレコー
ダー，ＭＤプレーヤー，ＭＤレコーダー，ハードディスクプレーヤー，デジタルオーディオプ
レーヤー，テープレコーダー，ビデオテープレコーダー，ハードディスクレコーダー，ハード
ディスクビデオレコーダー，ビデオカメラ，デジタルカメラ，ヘッドホン，イヤホン，アンプリファ
イヤー，チューナー，スピーカー，車載用オーディオ／ビデオシステム，その他の電気通信
【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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.01 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-076073
標準

通常:
2005-076162
標準

通常 2005-076290

09,42

219

ＣａｐａｃｉｔｙＰｌａｎｎｉｎｇＡｄｖｉｓｏｒ

通常 2005-076491

※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】移動体電話用ゲームプログラム，その他のコンピュータ用ゲームプログラム，移動体
電話用コンピュータプログラム，その他のコンピュータプログラム，電気通信機械器具，電
子応用機械器具，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用又は携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用又は携帯用液晶
画面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，家庭用テレビゲームお
もちゃ，ダウンロード可能な移動体電話用の音・音声・音楽，その他のダウンロード可能な
音・音声・音楽，録音済み記録媒体，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた記録媒
体，ダウンロード可能な移動体電話用の静止画・動画（音声付の静止画・動画を含む。），
その他のダウンロード可能な静止画・動画（音声付の静止画・動画を含む。），録画済み記
録媒体，電子出版物
【41】通信ネットワークによるゲームの提供，通信ネットワークによる音・音声・音楽の提供，
通信ネットワークによる静止画・動画（音声付の静止画・動画を含む。）の提供，娯楽及び
娯楽情報の提供，電子出版物の提供，電子出版物の制作

09

218

指定商品・役務

09,41
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【中間記録情報】
[審査]
2005.08.15 願書
2005.08.15 認定･付加情報
2006.02.13 優先権証明請求書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.16 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.08.16 願書
2005.08.16 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

220

ＰＣ検疫＼ピーシーケンエキ

通常 2005-076495

09

221

サイレントスリム

通常:
2005-076498
標準

09
222

３Ｃ

通常:
2005-076574
標準

09
223

クラサバ

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】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】半導体を製造・洗浄・乾燥・処理するための装置において使用されるコンピュータハー
ドウェア・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

通常 2005-076644

※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]
2005.08.16 願書
2005.08.16 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.16 願書
2005.08.16 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.16 願書
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.22 意見書
2006.05.29 拒絶査定
2006.08.01 代理人選任届

【09】自動販売機，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，運動技能 【中間記録情報】
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 [審査]
2005.08.04 願書
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，レコー 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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， 項16号)
2006.05.19 拒絶査定
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
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28,41

224

お姉チャンバラ

通常:
2005-076814
標準

01,07
225

ＧＬＡＳＳ＼ＲＥＰＡＩＲ ＫＩＴ

Ｓｏｕｎｄ Ｒｅａｌｉｔｙ

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.08.17 願書
2005.08.17 認定･付加情報
2005.10.19 手続補正書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

【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]
2005.08.18 願書
2005.08.18 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)
2006.05.23 拒絶査定

通常 2005-077007

09
226

指定商品・役務
【09】業務用テレビゲーム機，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―Ｒ
ＯＭ，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
【28】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
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，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。），娯楽施設の提供，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器
【01】自動車のフロントガラス修理用化学品
【07】自動車のフロントガラス修理用機械器具，自動車修理用機械器具

通常:
2005-077037
標準

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.17 願書
2005.08.22 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)
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
06,09,11,17,37,38,3 【06】金庫
【09】消火器，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，避雷器，その他の配電用又は [審査]
9,42,45

227

ホームセキュリティＸ７

通常 2005-077133

19
228

カボコン＼ＣＡＢＯＣＯＮ

ウエブ電話

2005.08.18 願書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.16 拒絶査定

【09】電気通信機械器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.19 願書
2005.08.24 認定･付加情報
2006.03.01 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))
2006.05.29 拒絶査定

通常 2005-077611

09
229

制御用の機械器具，電池，電線及びケーブル，電気ブザー，インターホン，ビデオカメラ，ビ
デオディスクプレーヤー，ビデオテープレコーダー，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
【11】自動点灯式照明器具，その他の電球類及び照明用器具
【17】ガラスに貼着する窓ガラス強化用又は窓ガラス飛散防止用又は紫外線遮断用のプラ
スチックフィルム及びシート
【37】機械器具設置工事，電気工事，電気通信工事，その他の建設工事，火災報知機の修
理又は保守，ガス漏れ警報器の修理又は保守，盗難警報器の修理又は保守，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，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，金庫の修理又は保守
【38】電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【39】金庫の貸与
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用
プログラムの提供
【45】施設の警備，身辺の警備，火災報知機の貸与，ガス漏れ警報器の貸与，盗難警報器
【19】炭素繊維製の建築用又は建築用の専用材料，炭素繊維製の建築用又は構築用の専
用材料

通常:
2005-077679
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
[審査]
2005.08.19 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.23 拒絶査定
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No.

230

231

232

商標（見本）

商標

デジタルパネルロガー

ＭＩＬＬ ＡＣＥ

バッティング練習

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】誘導単位計量器，圧力計，液面計，音高計，回転計，加速度計，屈折度計，光束計，
光度計，高度計，湿度計，照度計，振動計，雑音計，測定儀，速度計，粘度計，濃度計，比
重計，密度計，力計，流量計，電気磁気測定器，位相計，オッシログラフ，回路計，空中線
測定器，検出器，検漏計，磁気測定器，周波数計，真空管特性測定器，積算電力計，抵抗
測定器，電圧計，電波測定器，電流計，電力計，発振器，容量測定器，デジタル表示器

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.08 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

07

【07】製粉機，精米麦機

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.22 願書
2005.08.22 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)
2006.04.03 手続補正書
2006.04.03 意見書
2006.04.03 手続補足書
2006.04.03 代理人受任届
2006.04.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定

09,41

【09】移動体電話用ゲームプログラム，その他のコンピュータ用ゲームプログラム，移動体
電話用コンピュータプログラム，その他のコンピュータプログラム，電気通信機械器具，電
子応用機械器具，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用又は携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用又は携帯用液晶
画面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，家庭用テレビゲームお
もちゃ，ダウンロード可能な移動体電話用の音・音声・音楽，その他のダウンロード可能な
音・音声・音楽，録音済み記録媒体，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた記録媒
体，ダウンロード可能な移動体電話用の静止画・動画（音声付の静止画・動画を含む。），
その他のダウンロード可能な静止画・動画（音声付の静止画・動画を含む。），録画済み記
録媒体，電子出版物
【41】通信ネットワークによるゲームの提供，通信ネットワークによる音・音声・音楽の提供，
通信ネットワークによる静止画・動画（音声付の静止画・動画を含む。）の提供，娯楽及び
娯楽情報の提供，電子出版物の提供，電子出版物の制作

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2005.11.25 代理人辞任届
2005.11.25 認定･付加情報
2005.12.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.22 拒絶査定

通常 2005-077811

通常 2005-077909

通常:
2005-078049
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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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

233

ユビキタスウェアハウスマネジメ 通常:
2005-078185
ントシステム
標準

10

234

ＦＥＭＳＰＥＣ

ＭＨ２０００’ｓ

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.18 拒絶査定

【11】水道内の錆・スケール等を除去・防止するための磁気水処理装置，その他の磁気水
処理装置，温泉管内の錆・スケール除去装置，温泉管内の錆・スケール付着防止装置，送
風管の錆・スケール除去装置，送風管の錆・スケール付着防止装置，冷温水管の錆・ス
ケール除去装置，冷温水管の錆・スケール付着防止装置，給湯管の錆・スケール除去装
置，給湯管の錆・スケール付着防止装置，浄水装置，汚水浄化槽，水道用栓，ボイラー，ガ
ス湯沸かし器，流し台，加熱器，業務用食器乾燥機，冷凍機械器具，飼料乾燥装置，乾燥
装置，暖冷房装置，太陽熱利用温水器，家庭用電熱用品類，浴槽類，家庭用浄水器，オ
ゾン発生器，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，風水力機械器具，食器洗浄機，貯
蔵槽類

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.23 願書
2005.08.23 認定･付加情報
2006.02.24 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))
2006.05.26 拒絶査定

優先:
2005-078279
標準

11
235

指定商品・役務
【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，録音済
みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード，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，電子計算機
用マウスパッド，電子計算機用マウス，コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・
磁気テープ・その他の記録媒体，物品識別装置により得られた物品に関するデータの処
理・搬送車を操作する者に対するピッキング作業の指示及び倉庫内の物品の在庫管理等
のためのコンピュータプログラム，その他の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，電子出版物，オゾン発生器，電解槽，ロケット，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・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－
ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ及び磁気テープ，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，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，消防
車，自動車用シガーライター，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，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記
録させた電子回路・ＲＯＭカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カー
ド・磁気テープ，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，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，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，パン
【10】医療用診断装置，泌尿生殖器の生検及び麻酔用装置，検鏡及び鏡器

通常 2005-078514

※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]
2005.08.22 願書
2005.10.19 優先権証明書提出書
2005.11.18 認定･付加情報
2005.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.20 意見書
2006.02.20 手続補足書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.05.16 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

236

レーザービーム

通常 2005-078630

09,45
237

夢告

二次元通信

通常:
2005-078734
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]
2005.08.23 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 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
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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.10 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

通常 2005-078690

09,38

238

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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，電子計
算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供，ボウリング場・
その他の運動施設の提供，録音済みコンパクトディスク・録音済み光磁気ディスク・録音済
み磁気テープ・その他のレコードの貸与，録画済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスクの
【09】電子出版物
【45】占い・身の上相談

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.11 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38

239

平面通信

通常:
2005-078735
標準

09
240

Ａｃｃｅｓｓ Ｌｏｃｋ＼アクセスロッ
通常 2005-078790
ク

12,20,25

241

あたたかい環境

通常:
2005-078843
標準

12,20,25

242

幸せ精神文化

通常:
2005-078844
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，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
【09】電気溶接装置，自動販売機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，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，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，レコード，メトロノーム，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]
2005.08.10 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

【12】車いす，妊婦用シートベルト補助具，自動車用チャイルドシート，その他の自動車並び
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，折畳み式
乳母車，その他の乳母車，乳母車の部品及び附属品，人力車，そり，老人用の歩行補助
車，老人用手押し車，その他の手押し車，荷車，馬車，リヤカー
【20】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，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。），うちわ，せん
す，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，タオル用ディスペン
サー（金属製のものを除く。），家庭用介護ベッド，ベビーベッド，その他のベッド，育児い
す，その他の家具，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，揺りかご，いすとしても使用できる歩行器，その他の幼児用歩行器，スリーピン
グバッグ
【25】子守帯，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装
【12】車いす，妊婦用シートベルト補助具，自動車用チャイルドシート，その他の自動車並び
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，折畳み式
乳母車，その他の乳母車，乳母車の部品及び附属品，人力車，そり，老人用の歩行補助
車，老人用手押し車，その他の手押し車，荷車，馬車，リヤカー
【20】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，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。），うちわ，せん
す，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，タオル用ディスペン
サー（金属製のものを除く。），家庭用介護ベッド，ベビーベッド，その他のベッド，育児い
す，その他の家具，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，揺りかご，いすとしても使用できる歩行器，その他の幼児用歩行器，スリーピン
グバッグ
【25】子守帯，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.24 願書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.10 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.24 願書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

243

ＴｏｕｇｈＧａｕｇｅ

通常:
2005-078890
標準

11
244

わんこの湯

データプロテクション＼Ｄａｔａ Ｐ
通常 2005-079106
ｒｏｔｅｃｔｉｏｎ

09

246

ハンディレーダー＼ＨＡＮＤＹＲＡ
通常 2005-079137
ＤＡＲ

※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]
2005.08.24 願書
2005.08.24 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 拒絶査定

【09】電気通信機械器具，未記録のフロッピーディスク，未記録の光ディスク（ＭＯ・ＣＤ－Ｒ・
ＣＤ－ＲＷ・ＤＶＤ－Ｒ・ＤＶＤ－ＲＷ等）及びその他の未記録の記録媒体，電子計算機用プ
ログラムを記憶させた電子回路及びその他の電子応用機械器具及びその部品，レコード
及びメトロノーム及び録音済み光ディスクなどその他の記録媒体，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，業務用テレビゲーム機及び業務用テレ
ビゲーム用のプログラムを記憶させた光ディスクなどその他の記録媒体，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・録画済ビデオディスク及びビデオテープ，家庭
用テレビゲームおもちゃ及び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光
ディスクなどその他の記録媒体，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，ダウンロード可能な電子出版物及びその他の電子出版
物，ダウンロード可能な画像（動画及び静止画を含む），ダウンロード可能な音楽，ダウン
ロード可能な電子計算機用プログラム，ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラ
ム，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，ダウンロード可
【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，電磁
波を用いる非破壊検査機器，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.24 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.30 拒絶査定

通常:
2005-078901
標準

09

245

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
【11】浴槽類
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URL:http://www.tm-library.com/

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.24 願書
2005.08.25 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.24 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.23 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

247

248

商標（見本）

商標

パン焼き粘土窯

Ｅｍａｉｌ Ｗｅｌｌ

種別 出願番号

区分

ケータイサービス

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.12 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

09,41

【09】業務用テレビゲーム機，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，ロケット，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，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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
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
【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
【38】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
【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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.12 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

通常:
2005-079692
標準

通常 2005-079730

通常:
2005-079776
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】工業用炉

09,38,42

249

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
[審査]
2005.08.26 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,42

250

ケイタイサービス

通常:
2005-079778
標準

09,38,42

251

けいたいサービス

通常:
2005-079779
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】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
【38】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
【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
【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
【38】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
【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
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.08.26 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定
2007.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.26 願書
2005.09.02 認定･付加情報
2005.09.09 認定情報通知書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

252

フォルト・トレラント・サーバ

通常:
2005-079785
標準

12
253

１００％クリーン

通常:
2005-080490
標準
09,35

254

ブランドケイタイ

通常:
2005-080699
標準
09,16,41

255

ハイレベルテキスト

通常:
2005-081177
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，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】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
【09】携帯電話機，携帯端末装置
【35】フランチャイズ事業の運営及び管理，広告，経営の診断及び指導，市場調査，商品の
販売に関する情報の提供（インターネットによるものを含む），広告（雑誌・新聞・インター
ネットによる広告の代理を含む。）

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 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
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
手帳，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・フロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・その他の記録媒体，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，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，その他のレ
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－ＲＯ
Ｍ，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，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，ダウンロード可能なコン
ピュータプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【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，

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.30 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.08.29 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.30 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.08.17 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 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

256

基礎ばっちり！シリーズ

通常 2005-081178

09,16,41

257

力がつく！シリーズ

通常 2005-081179

09
258

熱中症指標計

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
手帳，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・フロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・その他の記録媒体，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，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，その他のレ
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－ＲＯ
Ｍ，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，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，ダウンロード可能なコン
ピュータプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【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，
【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
手帳，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・フロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・その他の記録媒体，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，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，その他のレ
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－ＲＯ
Ｍ，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，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，ダウンロード可能なコン
ピュータプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【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，
【09】温熱指標測定装置

通常:
2005-081601
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]
2005.08.30 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.30 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.30 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.30 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.31 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.22 拒絶査定
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No.

259

260

261

商標（見本）

商標

ケーブルセレクタ

ネットｄｅ労保

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】電線及びケーブル，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 【中間記録情報】
回路・磁気ディスク・磁気カード・磁気シート・磁気テープ，電線及びケーブルのサイズを自 [審査]
2005.09.02 願書
動に選定するための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
2006.03.27 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))
2006.04.26 意見書
2006.05.15 拒絶査定
2006.06.28 代理人受任届
2006.08.16 手続補正書
2006.08.16 手続補足書
2007.12.27 登録料納付
[登録]
2007.12.03 登録査定書
2007.12.27 設定納付書
2008.01.22 登録証

09

【09】労働保険の諸手続に使用可能な電子計算機用プログラム，労働保険に関する内容
の電子出版物，労働保険に関する内容の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]
2005.09.06 願書
2005.09.07 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 意見書
2006.04.07 手続補足書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.05.12 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定
2006.06.22 手続補正書

19

【19】セラミックタイル，その他の陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，建築用ガラス，
タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，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，人工魚礁（金属製のものを除
く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除く。），
セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプラスチッ
ク製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），航路
標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製のものを
除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを
除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金属製
のものを除く。），飛び込み台（金属製のものを除く。），石製彫刻，コンクリート製彫刻，大

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.06 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)
2006.04.17 意見書
2006.05.02 拒絶査定

通常:
2005-082521
標準

通常 2005-083260

Ｈｉ－ＣＥＲＡＭＩＣＳ＼ハイセラミ
通常 2005-083261
クス

※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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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,38,41

262

むびなび

通常 2005-084000

09

263

ダイレクトパワーオフ

通常:
2005-085308
標準

09

264

クイックパワーオフ

通常:
2005-085309
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】携帯電話用ストラップ及びネックピース，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・映像・着信音用音楽及び音声，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
【35】商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケート・ゲーム
の実施及びそれらに関する情報の提供，インターネット及び電子メールを利用した広告の
代理，ウェブサイト及び電子メール上の広告用スペースの提供，広告，トレーディングスタ
【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】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
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.08.26 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.05.26 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.12 願書
2005.09.12 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 意見書
2006.05.12 拒絶査定
2006.06.28 手続補正書(方式)
2006.07.03 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人変更届

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.12 願書
2005.09.12 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 意見書
2006.05.12 拒絶査定
2006.06.28 手続補正書(方式)
2006.07.03 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人変更届
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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

265

266

267

商標（見本）

商標

かべ一番

ななめドラム∞ヒートポンプ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【19】壁用の陶磁製建築専用材料・壁用のれんが及び壁用の耐火物，壁用のリノリューム 【中間記録情報】
製建築専用材料，壁用のプラスチック製建築専用材料，壁用の合成建築専用材料，壁用 [審査]
の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，壁用のゴム製の建築 2005.09.15 願書
2006.03.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
用又は構築用の専用材料，壁用の石灰製の建築用又は構築用の専用材料，壁用の石こ
項16号)
う製の建築用又は構築用の専用材料
2006.04.18 手続補正書
2006.04.18 意見書
2006.05.18 拒絶査定

07

【07】ななめに配置されたドラムを有し、ヒートポンプの原理を利用した家庭用電気洗濯機

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.15 願書
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.24 手続補正書
2006.04.24 意見書
2006.05.02 拒絶査定

09,41,42

【09】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，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，録画済み磁気テー
プ，録画済み磁気ディスク，録画済み光ディスク，録画済み光磁気ディスク，録画済みＤＶ
Ｄ，録画済みＣＤ―ＲＯＭ，電子出版物，ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード可
能な音楽，ダウンロード可能な画像・映像
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，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・磁気
テープ・磁気ディスク・コンパクトディスク・光学式ビデオディスクの制作（映画・放送番組・広
告用のものを除く。），画像・映像又は音楽を記憶した記録媒体（原盤となるもの）の制作
（映画・放送番組・広告用のものを除く。），インターネット又はその他電子計算機端末によ
る通信を利用した音楽・音声・映像・画像（動画及び静止画のいずれをも含む）の提供及び
それらに関する情報の提供，電子出版物の提供，電子出版物の制作及びこれに関する情
報の提供，オンラインによるダウンロードできない音楽・画像・映像・電子出版物・ゲームの
提供，オンラインによるダウンロードできない図書及び記録の供覧，テレビジョン受信機の
貸与，ラジオ受信機の貸与，液晶ディスプレイの貸与，プラズマディスプレイパネルの貸
与，映像表示装置の貸与，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，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企画・運営又は開催，ボク
シングの興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行
の企画・運営又は開催，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.16 願書
2006.02.28 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))
2006.05.30 拒絶査定
2006.06.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-086643
標準

通常 2005-086747

プライベートチャンネル＼ＰＲＩＶ
通常 2005-087265
ＡＴＥ ＣＨＡＮＮＥＬ

※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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３条拒絶（機械）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,37,42

268

Ｌｉｎｋ ｔｏ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ

通常 2005-088095

09

269

270

271

§ＰＰＥ

ウォールダンパー

ドライブトレーナー

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，ダウンロード可能な音楽，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－ＲＯ
Ｍ，計算尺，ダウンロード可能な画像・映像・映画，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ＤＶＤ・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，建築工事に関する施工の監理，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
【09】ポリフェニレンエーテル樹脂素材からなる事故防護用履物

通常 2005-088143

07,37,42

【07】建築物用免震装置，鉄筋コンクリート製免震装置，その他の免震装置，建築物用制
震装置，鉄筋コンクリート製制震装置，その他の制震装置，土木機械器具
【37】建設工事，建設工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，荷役機械器具の
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，化学機械器具の修理又は保守，鉱山機械器具の修
理又は保守，土木機械器具の貸与，鉱山機械器具の貸与
【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，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能・操作方法等に
関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計
画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木
に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究，機械器具に
関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，計測器の貸与，電子
計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸
与
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【09】運転履歴記録装置

通常:
2005-088732
標準

通常:
2005-090677
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]
2005.09.20 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 意見書
2006.04.10 手続補足書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.05.16 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶査定
2007.11.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.21 願書
2005.09.21 手続補足書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.28 手続補正書
2006.03.28 意見書
2006.05.26 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.09.22 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)
2006.04.17 意見書
2006.04.18 手続補足書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶査定
2006.08.23 手続補正書(方式)
2006.08.24 手続補足書
2007.06.21 登録料納付
2007.08.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
[登録]
2007.05.22 登録査定書
2007.06.21 設定納付書
2007.07.17 登録証
【中間記録情報】
[審査]
2005.09.29 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.27 手続補正書
2006.04.27 意見書
2006.05.12 拒絶査定
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No.

272

273

商標（見本）

商標

ＨＩ ＶＩＳＩＯＮ

ＬＵＸＯＲ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【10】医療用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
[審査]
2005.10.04 願書
2005.10.25 優先権証明請求書
2006.04.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 意見書
2006.05.22 拒絶査定
2006.06.20 手続補正書
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【10】整形外科用インプラント，整形外科用インプラントの移植用の整形外科用器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.11.16 願書
2005.11.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.02 優先権証明書提出書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.01.20 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.11 意見書
2006.04.11 手続補足書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.05.16 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶査定
2006.08.28 手続補正書
2006.08.28 手続補足書
2006.10.04 手続補正書(方式)
2007.05.08 上申書
2007.05.08 手続補足書
2007.08.24 登録料納付
[登録]
2007.07.27 登録査定書
2007.08.24 設定納付書
2007.09.18 登録証

通常:
2005-092631
標準

優先:
2005-107753
標準

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

中間記録
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