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３条拒絶査定速報レポート
※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。

本レポートに関するお問い合わせ先
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,13,41

1

ＦＸ

通常:
2003-056014
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】防弾用服，防弾用フェースマスク，のど保護用防弾カラー，防弾用ズボン，防弾チョッ 【中間記録情報】
キ
［審査］
【13】銃砲の弾薬及び銃砲のコンバージョンキット，鉄砲，銃砲弾，火薬，爆薬，火工品及び 2003.07.04 願書
その補助器具
2003.12.19 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
【41】弾薬及び銃砲の使用に関する知識の教授に関する指導，技芸・スポーツ又は知識の 2003.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
教授
2004.03.12 期間延長請求書
2004.04.19 手続補正書
2004.04.19 物件提出書
2004.04.19 上申書
2004.05.21 認定･付加情報
2004.07.02 上申書
2005.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.02.21 上申書
2005.03.02 代理人受任届
2005.03.02 手続補足書
2005.03.02 手続補足書
2005.03.02 手続補足書
2005.03.02 手続補足書
2005.03.17 代理人辞任届
2005.04.04 認定･付加情報
2005.04.04 認定･付加情報
2005.05.31 意見書
2005.06.30 上申書
2005.07.29 上申書
2005.08.23 上申書
2005.10.06 上申書
2005.10.06 手続補足書
2005.11.08 認定･付加情報
2005.12.20 上申書
2005.12.20 手続補足書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,13,41

2

ＦＸ

通常 2003-056015

※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】防弾用服，防弾用フェースマスク，のど保護用防弾カラー，防弾用ズボン，防弾チョッ 【中間記録情報】
キ
［審査］
【13】銃砲の弾薬及び銃砲のコンバージョンキット，鉄砲，銃砲弾，火薬，爆薬，火工品及び 2003.07.04 願書
その補助器具
2003.12.19 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
【41】弾薬及び銃砲の使用に関する知識の教授に関する指導，技芸・スポーツ又は知識の 2003.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
教授
2004.03.12 期間延長請求書
2004.04.19 手続補正書
2004.04.19 物件提出書
2004.04.19 上申書
2004.05.21 認定･付加情報
2004.07.02 上申書
2005.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.02.21 上申書
2005.03.02 代理人受任届
2005.03.02 手続補足書
2005.03.02 手続補足書
2005.03.02 手続補足書
2005.03.02 手続補足書
2005.03.17 代理人辞任届
2005.04.04 認定･付加情報
2005.04.04 認定･付加情報
2005.04.04 認定･付加情報
2005.04.04 認定･付加情報
2005.04.04 認定･付加情報
2005.05.31 意見書
2005.05.31 手続補足書
2005.06.29 認定･付加情報
2005.06.30 上申書
2005.07.29 上申書
2005.08.23 上申書
2005.10.06 上申書
2005.10.06 手続補足書
2005.11.08 認定･付加情報
2005.12.20 上申書
2005.12.20 手続補足書
2006.01.26 認定･付加情報
2006 06 05 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

01,05,06,07,09,10,1 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥 【中間記録情報】
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味 ［審査］
1,37,39,40,41

3

Ｔｈｅ Ｇａｓ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｓ＼
ザ・ガス・プロフェッショナルズ

通常 2004-033443

05,08,09,10,16,20

4

Ｍｅｄｉｃａｌ＆Ｃａｒｅ＼メディカル＆
分割 2004-075406
ケア

01,09,42

5

ＰＶ―ＦＺ

ナットランナクランプ

2004.04.08 願書
2004.04.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.04.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.02.18 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.02.18 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.02.18 手続補正指示書(審査官)
2005.03.11 手続補正書
2005.03.11 意見書
2006.06.07 拒絶査定

【06】金属製金具，金属製クランプ

【中間記録情報】
［審査］
2004.09.28 願書
2004.09.28 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)
2006.06.06 拒絶査定

通常:
2004-082735
標準

06
6

料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【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，金属製建具，金庫，金属製金具，金属製建造物組立てセット，金属製貯蔵槽類，金属
製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製包装用容器，金属製
荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製セ
メント製品製造用型枠，金属製の可搬式家庭用温室，金属製の吹付け塗装用ブース，金
属製養鶏用かご，金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製道路標識（発光式又は
機械式のものを除く。），てんてつ機，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，いか
り，金属製ビット，金属製ボラード，かな床，はちの巣，金網，ワイヤロープ，犬用鎖，金属
製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製貯金箱，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製の
ネームプレート及び標札，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製帽子掛けかぎ，金属
製郵便受け，金属製靴ぬぐいマット，屋外用金属製ブラインド，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，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼン，
カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，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，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，ゴム製品製造機械器
具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，
農業用機械器具，漁業用機械器具，ミシン，ガラス器製造機械，靴製造機械，製革機械，
【05】食餌療法用食品及び飲料，防臭剤・消臭剤（工業用及び身体用のものを除く。），薬
剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用
タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当て
パッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉
乳，人工受精用精液，紙製成人用の失禁おしめ
【08】ピンセット
【09】医療用の測定機械器具，医療用の電子応用機械器具及びその部品，医療用の録音
済みカセットテープ・コンパクトディスク，医療用の録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ
【10】病床用シーツ，床ずれ防止用マット，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術
用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，
綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），
業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しび
ん，病人用便器，耳かき
【16】医療用のポリプロピレン製その他のプラスチック製の包装用袋，医療用のＸ線写真
フィルムを入れるプラスチック製包装用袋，紙製幼児用おしめ，医療用の印刷物，医療用
【01】化学品，非鉄金属，原料プラスチック
【09】電子応用機械器具及びその部品
【42】けい素の利用に関する研究及び開発

通常:
2004-088737
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］
2004.08.16 願書
2005.03.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.15 意見書
2005.04.18 手続補足書
2005.05.19 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2004.09.08 願書
2004.09.21 認定･付加情報
2005.04.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.07.14 意見書
2005.07.14 手続補足書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶査定
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No.

商標（見本）

7

8

商標

ホット成型

ブログナビ＼ＢｌｏｇＮａｖｉ

種別 出願番号

区分

Ｐｅａｋ Ｐｏｗｅｒ Ｍｏｄｕｌｅ

【中間記録情報】
［審査］
2004.10.14 願書
2004.10.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.10.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.07.11 意見書
2005.09.26 上申書
2005.09.26 手続補足書
2005.09.28 認定･付加情報
2005.10.25 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定
2006.08.01 手続補正書
2006.10.05 手続補正書
2006.10.05 手続補正書
2006.10.05 手続補足書
2007.06.26 登録料納付
［登録］
2007.06.05 登録査定書
2007.06.26 設定納付書
2007.07.17 登録証

09,42

【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
部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音
楽・映像・写真，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及び光
ディスク，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】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。）の貸与，電子計算機用プログラムの提供，コ
ンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，電子計算機端末による通信における
サーバの貸与，ネットワークシステム等機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又
はこれらにより構成される設備の設計，インターネットにおける検索エンジンの提供，イン
【09】高出力型蓄電モジュール，高出力型蓄電モジュール用の充放電回路

【中間記録情報】
［審査］
2004.10.28 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 拒絶査定

通常:
2004-093926
標準

通常 2004-098528

通常:
2004-099324
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】食品加工用の機械器具

09

9

指定商品・役務

07
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【中間記録情報】
［審査］
2004.10.29 願書
2004.11.16 手続補正指令書(出願)
2004.11.18 上申書
2004.11.22 認定･付加情報
2005.03.16 出願人名義変更届(一般承継)
2005.03.16 手続補足書
2005.03.16 手続補足書
2005.04.25 認定･付加情報
2005.05.02 認定･付加情報
2005.06.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.04 手続補正書
2005.08.04 意見書
2005.08.04 手続補足書
2005.09.05 認定･付加情報
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 拒絶査定
2006.09.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28

10

けんしんけいそく＼健身計測

通常 2004-099435

10,20

11

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2004.10.29 願書
2004.11.10 認定･付加情報
2005.06.08 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2005.07.12 手続補正書
2005.07.12 認定･付加情報
2006.03.27 出願人名義変更届(一般承継)
2006.04.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.25 認定･付加情報
2006.04.26 手続補正書
2006.04.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.28 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶査定

【09】インターネット、イントラネット等の通信インフラを活用して遠隔監視を可能にした、現
場設置型産業用途データロガー

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.09 願書
2004.11.30 認定･付加情報
2005.06.24 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2005.08.04 手続補正書
2005.08.04 意見書
2005.09.07 認定･付加情報
2005.09.07 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)
2006.06.30 拒絶査定

Ｍｏｂｉｌｅ Ｃａｒｔ＼モバイルカート 通常 2004-106051

09

12

指定商品・役務
【09】身体測定機械器具，電子計算機用プログラム，ダウンロード可能な移動体電話機用
のゲームプログラム，パーソナルコンピュータ用のゲーム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・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＡ
Ｍ，ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプログラム，携帯電話機用スト
ラップ，業務用テレビゲーム機用のゲーム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・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＡＭ，ダウンロード
可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム，業務用テレビゲームの遊戯者・得
点・進行状態・その他遊戯に関する情報を記録するための業務用テレビゲーム機用磁気
カード・ＩＣカ－ド・光カード，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲー
ムプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－Ｒ
ＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＡＭ，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用の
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，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電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカート
リッジ，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ゲームプログラム，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，ダウンロード可能な音声・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・
映像，電子出版物，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，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，救命用具，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，自動販売機，計算尺，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，潜水用機械器具，耳栓，事故防護用手袋
【28】運動用具，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。），遊
【10】治療用機械器具
【20】コンピュータ用載置台（家具）

Ｗｅｂロガー

通常:
2004-106577
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］
2004.11.05 願書
2004.11.29 認定･付加情報
2005.06.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.24 手続補正書
2005.06.24 意見書
2005.08.12 手続補正指令書(中間書類)
2005.08.12 手続補正指令書(中間書類)
2005.11.18 手続却下の処分(補正指令)
2005.11.18 手続却下の処分(補正指令)
2005.11.22 上申書
2005.11.22 上申書
2006.01.24 手続補正書
2006.01.24 手続補正書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.02 認定･付加情報
2006.04.14
2006.04.14
2006.04.24 認定･付加情報
2006.04.24 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

13

14

15

商標（見本）

商標

ＥＣＯゴム

§ＤＥＮＴ．クリップライト

ＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔＤｉｓｃ

種別 出願番号

区分

京友禅硝子工房

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.01 願書
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.09 意見書
2005.08.09 手続補足書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.22 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)
2006.06.09 拒絶査定

09,38,41,42

【09】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－Ｒ
ＯＭ，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，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，電子計算機用プログラムを格納したディス
ク
【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
【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，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。），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，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，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
【42】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，電気に関する試験又は
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，業務用ごみ焼却炉，家庭用ごみ焼却
炉，太陽熱利用温水器，浄水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇
口用座金，水道蛇口用ワッシャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボッ
クス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，
ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペ
ンサー，便器，和式便器用いす，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，化学物質を充て
んした保温保冷具，火鉢類
【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用い
す，理髪用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），液体貯蔵槽，工
業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カーテ
ン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リ
ベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバ
ルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座
布団，まくら，マットレス，麦わらさなだ，木製の包装用容器，竹製の包装用容器，プラス
チック製きょう木，プラスチック製包装用葉，プラスチック製栓，プラスチック製ふた，スト
ロー，盆（金属製のものを除く。），ししゅう用枠，ネームプレート及び標札（金属製のものを
除く。），旗ざお，うちわ，せんす，植物の茎支持具，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣
箱，きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵便受け（金属製又は石製のものを除
く。），帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，家庭用水槽（金属製又は石製のも

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.08 願書
2004.12.08 認定･付加情報
2006.02.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.16 拒絶査定
2006.11.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2004-109918
標準

通常 2004-111361

通常:
2004-112044
標準

通常:
2004-113632
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

【12】自動車用タイヤ

11,20

16

指定商品・役務

12
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【中間記録情報】
［審査］
2004.12.13 願書
2005.09.05 手続補正書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

17

18

19

20

21

商標（見本）

商標

ＤＥＮＴ．クリップミラー＼ミラー
トップ・スペアー

種別 出願番号

区分

ＰｒｉｎｔｅｒＳｔａｔｕｓＳｅｒｖｅｒ

スペシャルインポートカーショー

05,09,10,35,44

【05】薬剤，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，衛生用殺菌消毒剤，包帯（医療用のもの） 【中間記録情報】
【09】電子応用機械器具及びその部品
［審査］
【10】医療用機械器具
2004.12.20 願書
【35】患者又は医療従事者への医療用機械器具の販売に関する情報の提供
2004.12.21 認定･付加情報
【44】患者又は医療従事者への病状又は治療に関する情報の提供，患者又は医療従事者 2005.10.27 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))
への医療用機械器具の貸与に関する情報の提供
2006.01.27 手続補正書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.01.27 意見書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.06.21 拒絶査定

10

【10】外科用切断機械器具

09,42

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，機械・装置若しくは器具（これらの部 ［審査］
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，建築又は都市計画に関す 2005.02.17 願書
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 2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
試験又は研究，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供
項16号)
2006.06.06 拒絶査定

09,16

【09】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，電気通信機械器具，電 【中間記録情報】
子応用機械器具及びその部品，自動車用シガーライター，家庭用テレビゲームおもちゃ， ［審査］
2005.02.17 願書
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，
雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディ 2005.02.17 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
スク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気テープ・その他の記録媒体，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，映写フィ 項16号)
ルム，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
2005.11.09 意見書
2005.11.11 認定･付加情報
【16】書籍・雑誌・写真集・その他の印刷物，書画，写真
2006.06.16 拒絶査定

通常 2004-114194

通常:
2004-119068
標準

通常:
2005-012963
標準

通常:
2005-013097
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

【10】医療用機械器具

ＴＵＲＮＩＮＧ ＳＣＩＥＮＣＥ ＩＮＴＯ 通常:
2004-116221
ＣＡＲＩＮＧ
標準

ＰＯＷＥＲ ＬＩＮＥＡＲ ＣＵＴＴＥＲ

指定商品・役務

10
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【中間記録情報】
［審査］
2004.12.01 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)
2006.06.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.28 願書
2005.08.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.17 手続補正書
2005.11.17 手続補足書
2005.11.17 意見書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.05.18 手続補正書
2006.06.06 拒絶査定
2006.11.01 上申書
2006.11.10 手続補正書

2008/3/12
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,19

22

フロントエクステリア

通常:
2005-014647
標準

06,19

23

パーキングエクステリア

通常:
2005-014648
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，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属
製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製
養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属製セメント製品製造用型枠，金属製の滑
車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航
路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，
金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，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，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，
金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻，金属製自転車用駐輪器具，金属
製太陽光発電用柱，ゴミ等を一時的に集積しておくための金属製ゴミ集積用組立てセット
【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
【06】鉄及び鋼，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属
製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製
養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属製セメント製品製造用型枠，金属製の滑
車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航
路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，
金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，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，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，
金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻，金属製自転車用駐輪器具，金属
製太陽光発電用柱，ゴミ等を一時的に集積しておくための金属製ゴミ集積用組立てセット
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.02.22 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.22 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,19

24

サイドエクステリア

通常:
2005-014649
標準

19

25

リフォームプラスター

通常:
2005-014657
標準

09,16

26

ＢＬＡＣＫ ＭＯＮＤＡＹ

指定商品・役務
【06】鉄及び鋼，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属
製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製
養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属製セメント製品製造用型枠，金属製の滑
車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航
路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，
金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，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，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，
金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻，金属製自転車用駐輪器具，金属
製太陽光発電用柱，ゴミ等を一時的に集積しておくための金属製ゴミ集積用組立てセット
【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
【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・
【09】録音済みのオーディオテープ・カセットテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクト
ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ及びその他の記録媒体，映写フィルム，スライドフィルム，録画
済みのオーディオテープ・カセットテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・
ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ及びその他の記録媒体
【16】書籍，マニュアル，出版物，その他の印刷物

分割:
2005-016882
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］
2005.02.22 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.22 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.28 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.27 期間延長請求書
2006.01.30 意見書
2006.01.31 手続補足書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
2006.09.21 手続補正書
2006.09.22 手続補足書
2007.08.20 登録料納付
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.04 登録査定書
2007.08.20 設定納付書
2007.09.11 登録証
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

27

28

29

商標（見本）

商標

スキミングガード

ＭＩＹＡＺＵ

種別 出願番号

区分

07,37,40,42

【07】プラスチック用金型，プラスチック用金型部品，鍛造用金型，プレス用金型，その他の 【中間記録情報】
金属用金型，金属用金型部品，その他の金属加工機械器具
［審査］
【37】金型の修理又は保守，その他の金属加工機械器具の修理又は保守
2005.03.22 願書
【40】金型の加工，その他の金属加工機械器具の加工，金型の貸与，その他の金属加工
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
機械器具の貸与
項16号)
2006.06.02 拒絶査定
【42】金型の設計，その他の金属加工機械器具の設計

09,35,37,41

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，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，ネットワー
クシステムを利用した受託による事業の管理，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，新聞の予約購買の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファ
【09】携帯電話用ストラップ，カーナビゲーション装置及びその部品，その他の電気通信機
械器具（但し「携帯用通信機械器具を除く」），電子計算機端末装置，電子計算機端末によ
る通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用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，電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コ
ンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピー
ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・
コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフ
ロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロー
ド可能な画像（動画・静止画を含む）・音楽・音声（但し「パソコン向けＷｅｂサイトをそのまま
閲覧できる携帯電話機向けＷｅｂブラウザを通じてダウンロード可能な画像を除く」），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，カメラその他の写真機械器具
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，イ
ンターネットを用いて行う検索用エンジンの提供，電子化した写真・画像・文章を記憶・保存
するためのコンピュータの記憶領域の貸与，電子計算機端末による通信におけるサーバー
の記憶装置の記憶領域の貸与，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，電
子商取引における利用者の認証

通常:
2005-016884
標準

通常:
2005-024506
標準

インフォメーション・ディベロプメ 通常:
2005-024736
ント
標準

フルブラウザ

通常 2005-024770

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

中間記録

【06】鉄及び鉄合金を主原料とする磁気カード遮蔽用板，鉄及び鉄合金を主原料とする磁 【中間記録情報】
気カード遮蔽用シート，鉄及び鉄合金を主原料とするＩＣカード遮蔽用板，鉄及び鉄合金を ［審査］
2005.02.28 願書
主原料とするＩＣカード遮蔽用シート，非鉄金属及びその合金を主原料とする磁気カード遮
蔽用板，非鉄金属及びその合金を主原料とする磁気カード遮蔽用シート，金属製磁気カー 2005.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ド包装用容器，金属製ＩＣカード包装用容器，磁気カード包装用容器の金属製ふた，ＩＣカー 項16号)
2006.06.30 拒絶査定
ド包装用容器の金属製ふた

09,42

30

指定商品・役務

06
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【中間記録情報】
［審査］
2005.03.22 願書
2005.04.05 認定･付加情報
2006.01.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.17 手続補正書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.02.17 認定･付加情報
2006.02.17 意見書
2006.05.29 伺い書
2006.06.02 伺い回答書
2006.06.16 拒絶査定
2006.07.14 手続補正書
2006.07.21 手続補正書

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.22 願書
2005.07.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.08.11 刊行物等提出書
2005.09.08 認定･付加情報
2005.09.13 刊行物等提出による通知書
2005.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.05 上申書
2006.04.07 手続補正書
2006.04.07 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.04.07 意見書
2006.05.02 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.06.06 拒絶査定
2006.07.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.12 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11,20,21

31

ＮＥＷ ＬＡＶＡＴＯＲＹ ＳＰＡＣＥ
通常 2005-026130
＼ニューラバトリースペース

11,20

32

あがるんだな

通常:
2005-030392
標準

03,05,09,27,41

33

ルーシーダットン

通常:
2005-031379
標準

09

34

メガネシティー

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.25 願書
2005.03.25 認定･付加情報
2005.10.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.07 意見書
2006.06.15 拒絶査定

【03】化粧品，せっけん類，化粧用グリース，化粧用コットン，化粧用コンパクトに収納された
アイシャドウ・ほお紅・ボディーパウダー・フェースパウダー・リップスティックその他の口紅・
リップグロス・アイペンシル・ネイルエナメル，化粧用脱色剤，化粧用着色料，化粧用綿棒，
化粧用油，化粧落とし剤，肌用化粧品用香料類，香料類，香水類，香料用及び香水用油
【05】健康食品，食餌療法用食品及び飲料，食餌療法用の食品調製剤，乳児用食品，乳児
用の離乳育児用加工食品，健康管理用の薬剤及び化学薬剤
【09】電子出版物，スライドフィルム，音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体，
活劇・アニメーション・スポーツ・音楽・コメディー等を録画した映写フィルム・ビデオディスク
又はビデオテープ
【27】ヨガ用マット，マット，カーペット，ラグ，屋内競技用マット，床敷物，畳，織物製の壁紙，
【41】録音又は録画済み記録媒体の複製，ビデオテープの編集，教育情報の提供，宗教教
育，知識又は技芸の教授，文化又は教育のための展示会の運営，映画の制作，映画フィ
ルムの貸与，ラジオ及びテレビジョンの番組の制作，ビデオテープ映画の制作，ラジオ放送
用娯楽番組の制作・配給，ビデオデッキの貸与，録音済み記録媒体の貸与，録画済みビデ
オテープの貸与，セミナーの手配及び運営，知識の教授，テレビジョン放送用娯楽番組の
制作・配給，実地教育，翻訳，個人に対する知識の教授，ビデオテープへの収録，職業訓
練，研修会の手配及び管理，通信教育による知識の教授，セラピーに関する知識の教授，
スポーツマッサージの教授，トレーニング方法の教授，フィットネスの教授又は指導，ヨガの
教授に関する情報の提供，リフレクソロジー・マッサージに関する知識及び技術の教授，技
芸・スポーツ又は知識の教授，宗教に関する教義・教典・知識・思想の教授，精神健康法に
関する教授，体操・呼吸法・美容の教授及びセミナーの企画・運営又は開催，美容の教授
【09】眼鏡，雑誌の内容を記憶させた記録媒体，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，光学機械器具，加工ガラス（建築用のものを除く。），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］
2005.04.08 願書
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)
2006.01.17 上申書
2006.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-032599
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】電球類及び照明用器具，ガスストーブ，その他の火鉢類，給水加熱器，その他のボイ
ラー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，暖冷房装置，便所ユニット，浴室ユニッ
ト，家庭用電熱用品類，洗い場付き浴槽，シャワー器具，洗面台及び洗い場付き浴槽，浴
槽，浴槽がま，その他の浴槽類，家庭用浄水器，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，水道用栓，汚水浄化槽，家庭用汚水浄化槽，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒
剤ディスペンサー，便器，和式便器用椅子
【20】洗面化粧台，洗髪洗面化粧台，その他の家具，プラスチック製バルブ（機械要素に当
たるものを除く），カーテン金具，クッション，マットレス，家庭用水槽（金属製又は石製のも
のを除く），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く），つい立て，ハンガーボード，帽
子掛けかぎ（金属製のものを除く）
【21】洗面器，便所用ごみ入れ，浴室用ごみ入れ，石けん置き，化粧用具，おけ用ブラシ，
紙タオル取り出し用金属製箱，石けん用ディスペンサー，トイレットペーパーホルダー，湯
【11】電球類及び照明用器具，ガスストーブ，その他の火鉢類，給水加熱器，その他のボイ
ラー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，暖冷房装置，便所ユニット，浴室ユニッ
ト，レンジフード及びその他の家庭用電熱用品類，洗い場付き浴槽，シャワー器具，洗面台
及び洗い場付き浴槽，浴槽，浴槽がま，その他の浴槽類，家庭用浄水器，水道蛇口用座
金，水道蛇口用ワッシャー，水道用栓，汚水浄化槽，家庭用汚水浄化槽，洗浄機能付き便
座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用椅子
【20】洗面化粧台，洗髪洗面化粧台，その他の家具，プラスチック製バルブ（機械要素に当
たるものを除く），カーテン金具，クッション，マットレス，家庭用水槽（金属製又は石製のも
のを除く），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く），つい立て，ハンガーボード，帽
子掛けかぎ（金属製のものを除く）

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.06 願書
2005.04.06 認定･付加情報
2005.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 意見書
2006.06.15 拒絶査定
2006.07.20 手続補足書
2006.10.27 登録料納付
［登録］
2006.10.27 登録査定書
2006.10.27 設定納付書
2006.11.28 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.12 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.01.11 意見書
2006.01.12 手続補足書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定
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No.

35

36

37

商標（見本）

商標

ＡＫＩＮＯ

ＣＯＭＰＵＴＥＲ ＡＳＳＩＳＴＥＤ
ＲＥＡＤＥＲ

ｆｉｎｅｔｅｒｍｉｎａｌ

種別 出願番号

区分

05,09,10,44

【05】薬剤（医療用に適応させた糖尿病物質，消毒剤を含む），ドレッシング用材料
【中間記録情報】
【09】科学的・写真・測定用・学習指導用機械器具，音声または画像の録音・録画・搬送・再 ［審査］
生のための機械器具，磁気記録媒体，データ処理装置およびコンピュータ，コンピュータソ 2005.04.28 願書
フトウエア
2005.05.25 優先権証明書提出書
【10】医療用機械器具（人間用および動物用）
2005.07.01 認定･付加情報
【44】医業，動物の治療
2006.01.31 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))
2006.06.27 拒絶査定

09,37,38,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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

優先 2005-039054

※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。），陸上の乗物用の機械要素，自動車並 【中間記録情報】
［審査］
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
2005.04.15 願書
2005.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.07 期間延長請求書
2006.03.07 上申書
2006.06.26 拒絶査定
2006.12.15 手続補正書

通常:
2005-034021
標準

通常:
2005-039590
標準

指定商品・役務

12

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.06 願書
2005.05.06 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.30 意見書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定
2006.08.31 手続補正書(方式)
2007.06.14 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
2007.06.14 設定納付書
2007.07.10 登録証
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,37,38,42

38

ｆｉｎｅｐｕｌｓｅ

通常:
2005-039591
標準

06,17
39

多口管

ＮＡＮＯＬＥＮＳ

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，圧電モーターとギヤボックス
からなるデジタルカメラ・ビデオカメラ用レンズ位置調整装置，位置決めのための小型モー
ターを内蔵するデジタルカメラ用レンズモジュール，位置決めのための小型モーターを内蔵
するデジタルビデオカメラ用レンズモジュール，位置決めのための小型モーターを内蔵する
携帯電話機用レンズモジュール，位置決めのための小型モーターを内蔵するテレビ電話機
用レンズモジュール

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.11 願書
2005.05.13 認定･付加情報
2005.11.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.28 期間延長請求書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.03.31 意見書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.04.03 手続補足書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定
2006.09.20 手続補正書
2006.11.21 手続補正書
2008.01.28 登録料納付
［登録］
2008.01.17 登録査定書
2008.01.28 設定納付書
2008.02.12 登録証

通常:
2005-041238
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］
2005.05.06 願書
2005.05.06 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.30 意見書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定
2006.08.31 手続補正書(方式)
2007.06.14 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
2007.06.14 設定納付書
2007.07.10 登録証

通常 2005-040976

09

40

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
【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
【06】金属製管継ぎ手
【17】管継ぎ手（金属製のものを除く）
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.11 願書
2005.05.11 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

41

42

43

44

商標（見本）

商標

２０Ｑ

ＧＵＩＤＥＢＡＲ

遠赤浴ルーム

履くサポーター

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】コンピュータゲームプログラム，記録されたコンピュータプログラム，ダウンロード可能 【中間記録情報】
なコンピュータプログラム，コンピュータ周辺機器，その他の電子応用機械器具及びその部 ［審査］
品，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，携帯用液晶 2005.05.13 願書
2005.07.08 認定･付加情報
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
2005.11.08 出願人名義変更届
2006.01.04 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))
2006.03.30 期間延長請求書
2006.05.08 上申書
2006.05.15 手続補正書
2006.05.15 上申書
2006.05.16 手続補足書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.06.28 拒絶査定

10,20

【10】医療用機械器具
【20】家具

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.17 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.13 意見書
2006.01.13 手続補足書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定

10,44

【10】入浴用遠赤外線発生治療器
【44】遠赤外線を使用したサウナ風呂の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.16 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.15 意見書
2006.02.17 手続補足書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.03.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.29 手続補正書
2006.03.29 手続補正書
2006.03.29 代理人受任届
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

10,25,28

【10】医療用サポーター，医療用サポーター付き健康帯，医療用サポーター付き拘束服，医 【中間記録情報】
療用サポーター付き副木，医療用サポーター付き脱肛痔バンド，医療用サポーター付き脱 ［審査］
2005.05.27 願書
腸帯，医療用サポーター付き弾性靴下，医療用サポーター付き椎骨矯正器，医療用サ
2005.05.27 認定･付加情報
ポーター付き腹帯，医療用サポーター付き歩行補助器，医療用サポーター付き骨接合用
器具，医療用サポーター付き支持包帯
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【25】保温用サポーター，保温用サポーター付き下着，保温用サポーター付き靴下，その他 項16号)
の保温用サポーター付き被服，保温用サポーター付きガーター，保温用サポーター付き靴 2006.01.16 意見書
下止め，保温用サポーター付きズボンつり，保温用サポーター付きバンド，保温用サポー
2006.01.16 認定･付加情報
ター付きベルト，保温用サポーター付き履物，保温用サポーター付き仮装用衣服，保温用
2006.06.16 拒絶査定
サポーター付き運動用特殊衣服，保温用サポーター付き運動用特殊靴
【28】サポーター，サポーター付き運動用手袋，サポーター付き胸当て，サポーター付き肩
当て，サポーター付きすね当て，サポーター付きひざ当て

通常 2005-042018

通常:
2005-043082
標準

通常:
2005-046655
標準

通常:
2005-047085
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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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

45

マイクロ コンタクトシート

通常:
2005-047523
標準

09,17

46

角型フレックス

通常:
2005-047991
標準

指定商品・役務

09,25,35,38,41,42,4 【09】インターネットを通じてダウンロードできる電子出版物，インターネットを通じてダウン
ロード可能な映像・画像，インターネット接続用電気通信機械器具
4

47

フットケア．コム

通常 2005-048467

※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，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気磁気測定 【中間記録情報】
［審査］
器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，磁心，抵抗線，電極
2005.05.30 願書
2006.02.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.20 手続補正書
2006.03.20 手続補足書
2006.03.20 意見書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定
2006.07.07 手続補正書
2006.07.07 手続補正書
2006.07.07 代理人受任届
2006.08.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.13 手続補正書
2006.09.14 手続補足書
2007.07.09 登録料納付
2007.08.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.06.11 登録査定書
2007.07.09 設定納付書
2007.07.24 登録証
【09】電線及びケーブル，電線管，電線・ケーブル保護ダクト，電線管保護ダクト
【中間記録情報】
【17】管継ぎ手（金属製のものを除く。），パッキング，消防用ホース，石綿製防火幕，オイル ［審査］
フェンス，電気絶縁材料，ゴム製包装用容器，ゴム製栓，ゴム製ふた，農業用プラスチック 2005.05.31 願書
2005.05.31 認定･付加情報
フィルム，バルカンファイバー，プラスチック基礎製品，ゴム
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.14 意見書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
【25】寝巻き類，和服，下着，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショー
ル，スカーフ，足袋，足袋カバー，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，ナイトキャッ 2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
プ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，靴類，げた，草履 号)
類，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2006.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【35】インターネット・パソコン通信・ファクシミリ・電話等による産業・企業調査・市場の分析・ 2006.06.23 拒絶査定
研究・評価を含む市場調査及びその結果についての情報の提供，インターネット・携帯電
話を利用した広告，事業の管理又は運営及び事務処理，インターネット・携帯電話を利用し
た職業のあっせん，インターネット・携帯電話を利用した通信販売の注文・受付・配送に関
する事務処理代行，インターネットにおいて用いるポイントアップカードの発行，インター
ネットにおける広告用スペースの提供，インターネットにおける書籍・録画済みビデオディス
ク及びビデオテープの展示即売会の企画・運営又は開催，インターネットによる商品の通
信販売の取次ぎ，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール形式で提供する商
品の販売に関する情報の提供，カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する
情報の提供，フランチャイズの事業に関する指導及び助言（インターネットによるものを含
む。），委託を受けて行うインターネットによる広告，事業の管理又は運営に関する一般事
務処理の代理又は代行（インターネットによるものを含む。）電話・ファクシミリ・インターネッ
トによる通信販売に係る商品の販売に関する情報の提供（派遣によるものを含む。）
【38】ＩＰアドレス（インターネットプロトコルアドレス）の割り当て及び管理，インターネットへの
接続の提供，インターネットによる音声・映像・文字データの伝送交換，インターネットを介
したオンデマンド方式による音声・画像の伝送交換，インターネット回線を用いたファクシミ
リによる通信，インターネット回線を用いた電話による通信
【41】教育，訓練，娯楽，スポーツ及び文化活動，スクールの運営，ネットラーニング，イン
ターネット・携帯電話による通信を用いて行う動画の提供，インターネットによるアニメーショ
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

48

49

50

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【07】印刷版，印刷機，プレートセッター，その他の印刷用又は製本用の機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.09 期間延長請求書
2006.04.13 意見書
2006.04.13 手続補足書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定

09

【09】インターネットの有害情報サイトの閲覧を制限する電子計算機用プログラム，電子計
算機用プログラム，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，業務用テレビゲーム機，
電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，
電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲーム
おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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，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］
2005.06.03 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.17 手続補正書
2006.02.17 手続補足書
2006.02.17 意見書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定
2006.09.07 手続補正書
2006.09.07 手続補足書
2007.06.26 登録料納付
2007.08.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.06.18 登録査定書
2007.06.26 設定納付書
2007.07.24 登録証

09,16,25,41

【09】音楽の録音済みのコンパクトディスク，レコード，音楽の興行の録画済みビデオテー 【中間記録情報】
プ，その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電気通信機械器具，電子応用機 ［審査］
械器具及びその部品
2005.06.08 願書
【16】紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙類，カレ
2005.09.08 優先権証明書提出書
ンダー，ポスター，ステッカー，その他の文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2005.10.12 認定･付加情報
【25】ティーシャツ，オーバーオール，セーター類，ショーツ，パンツ，フード付きスエットシャ
2005.12.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ツ，その他のスエットシャツ，スポーツシャツ，タンクトップ，ジーンズ製被服，ジャケット，帽 条1項11号を除く))
子，下着，パジャマ，手袋，バスローブ，その他の被服，ベルトバックル，バンド，ベルト，履 2006.06.19 拒絶査定
物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2007.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【41】音楽の演奏，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

Ａ ＳＭＡＲＴＥＲ ＷＡＹ ＴＯ Ｐ 通常:
2005-048738
ＲＩＮＴ
標準

ｉ－フィルター＼ｉ－ＦＩＬＴＥＲ

§ＮＯ ＷＡＲＮＩＮＧ

通常 2005-049611

優先 2005-051382

※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）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42

51

Ｅｘサッカー

通常:
2005-052113
標準

09,38,41,42

52

Ｅｘ卓球

通常:
2005-052114
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
【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
【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
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.10 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.10 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10,25

53

脚すっきり

通常:
2005-052576
標準

19,37
54

55

56

アシッドガード

ＰＬＡＴＩＮＵＭ

ＫＳ－１

通常:
2005-053154
標準

指定商品・役務

06

【06】ドリルパイプ加工工具継手用の溶接ワイヤ

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

06

【06】南京錠，金属製錠（電気式のものを除く。），乗り物用金属製錠，鋳鋼，鋳鉄，金属製
ポール，金属製たる，扉用さし錠，金属製の扉用あおり止め，金属製金具，シリンダー式の
ドア用錠，鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専
用材料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役
用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金
属製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを
除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽
類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，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，ハーケン，金属

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.20 願書
2005.06.21 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

通常:
2005-053826
標準

通常 2005-055284

※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】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 【中間記録情報】
容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人 ［審査］
用便器，耳かき
2005.06.10 願書
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 2005.06.13 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
殊衣服，運動用特殊靴
号)
2006.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.13 代理人受任届
2006.03.13 手続補足書
2006.03.13 手続補足書
2006.03.13 手続補足書
2006.03.13 手続補足書
2006.03.29 手続補正書
2006.03.29 意見書
2006.03.29 手続補足書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.04.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.26 認定･付加情報
2006.05.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.10 審査用メモ(実体審査)
2006.05.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.02 拒絶査定
2006.09.25 手続補正書(方式)
2006.09.25 手続補足書
【19】土木・建築用モルタル
【中間記録情報】
［審査］
【37】建設工事，建築工事に関する助言
2005.06.14 願書
2006.02.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.08 意見書
2006.06.14 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

57

10

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，光学機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.07.04 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)
2006.06.23 拒絶査定
2006.12.14 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

ｉ－ＦＩＬＴＥＲ ＬｏｇＳｅａｒｃｈ＼ア
通常 2005-056487
イフィルターログサーチ

59

60

地上資源

安眠横向き支援帯

ｅＬＡＳＥＲ

通常:
2005-056511
標準

通常:
2005-058908
標準

通常 2005-058955

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
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 手続補正書
2006.02.27 意見書
2006.02.28 手続補足書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

09,16,35,41,42

58

指定商品・役務
【09】自社のインターネットのアクセスログからユーザー名・グループ名あるいはフィルタリン
グソフトによるブロック状況を指定して必要なアクセスログのみの情報を取り出す電子計算
機用プログラム
【42】インターネットの有害情報サイトの閲覧を制限する電子計算機用プログラムの提供，
通信ネットワークシステムの稼動状況の運用管理のためのコンピュータプログラムの提
供，電子計算機通信ネットワークへの不正侵入の監視及び対処するための電子計算機用
プログラムの設計・作成，企業内コンピュータネットワークシステムの設計・作成又は保守，
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，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，
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【10】睡眠時無呼吸症候群治療用ベルト

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.07.04 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.10 意見書
2006.05.12 手続補足書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.12 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.03 意見書
2006.06.28 拒絶査定
2006.09.12 手続補正書(方式)
2007.08.08 登録料納付
［登録］
2007.07.11 登録査定書
2007.08.08 設定納付書
2007.09.04 登録証

2008/3/12
21／66

３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

61

62

63

64

商標（見本）

商標

ＡＫＲＯＮ ＳＴＡＮＤＡＲＤ

カベシート

ＶＴＸ

ダブル地デジ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】タイヤ及びタイヤホイール用ユニフォミティ試験・検査・測定装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.07.01 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.07 手続補正書
2006.04.07 意見書
2006.04.07 手続補足書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定
2006.09.07 手続補足書
2007.10.17 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］
2007.10.03 登録査定書
2007.10.17 設定納付書
2007.11.06 登録証

06

【06】ラス

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.04 願書
2005.07.04 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)
2006.02.13 意見書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定

09

【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.04 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)
2006.06.23 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，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，電気アイロン，電気
式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，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，デジタル
ビデオディスクレコーダー，デジタルビデオディスクプレーヤー，ハードディスクドライブを内
蔵したビデオレコーダー，ハードディスクドライブを内蔵したビデオプレーヤー，青紫色レー
ザー用ディスクを内蔵したビデオレコーダー，青紫色レーザー用ディスクを内蔵したビデオ
プレーヤー

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.05 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2006.02.08 手続補正書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 拒絶査定

通常:
2005-059201
標準

通常:
2005-060668
標準

通常:
2005-060723
標準

通常:
2005-061471
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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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

65

ケータイゲートウェイ

通常:
2005-061877
標準

09,41

66

ムービードラマ

通常:
2005-062067
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】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，自動販売機，両替機，業務用テレビ
ゲーム機，業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テー
プ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，乗物運転技能訓練用
シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，写真機械器具，映画機械器具，光学機械
器具，電池，電気通信機械器具，コンピュータ，パーソナルコンピュータ用ゲームプログラ
ムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，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，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電子回路・磁気テープ・磁
気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・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・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，スロッ
トマシン，レコード，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，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・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供，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，
通信網を介した映画・演芸・演劇・音楽・映像又はゲームの提供，通信網を介した映画・演
芸・演劇・音楽・映像又はゲームの提供に関する情報の提供，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。），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。），音響用又は映像用のス
タジオの提供，写真撮影用スタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，ゲームセ
ンターの提供，遊園地の提供，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，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，
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 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
2006.06.16 伺い書
2006.06.30 拒絶査定
2006.06.30 伺い回答書

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2005.07.07 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 意見書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,11

67

除菌エアー

通常:
2005-062161
標準

09,35,36,38,39,41,4
2,45

68

メールポータル

通常:
2005-062416
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

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2005.07.06 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，芳香
2005.07.07 認定･付加情報
剤，消臭芳香剤，その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【05】消臭剤（工業用及び身体用のものを除く。），芳香消臭剤（工業用及び身体用のものを 項16号)
除く。），防臭剤（身体用のものを除く。），芳香防臭剤（身体用のものを除く。），脱臭剤（工 2006.06.02 拒絶査定
業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセ
ル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ば
んそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取
り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【11】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，家庭用電気式または電池式芳香器，家庭用電気式または電池式消臭器，家庭用電気
式または電池式芳香消臭器，家庭用電気式または電池式脱臭器，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
【09】コンピュータネットワーク上での情報・サイト・その他の情報源の検索・取出しのための 【中間記録情報】
コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，コンピュータネットワーク上で利用可能な情 ［審査］
報・サイト・その他の情報源のディレクトリを提供するためのコンピュータプログラムを記憶
2005.07.07 願書
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する音声データ・着信用音源並び 2005.07.07 認定･付加情報
に音楽用プログラム，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる音楽，音声デー 2005.11.25 代理人辞任届
タ・着信用音源並びに音楽を録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード・光 2005.11.25 認定･付加情報
ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ等の記録媒体，その他のレコード・メトロノー
2006.01.05 代理人受任届
ム，電気通信回線を通じて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
2006.01.05 代理人受任届
ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム・その他の電子計算機用プログラム，
2006.01.05 代理人受任届
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，家庭用テレビゲーム 2006.01.05 代理人受任届
おもちゃ，業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディス 2006.01.05 代理人受任届
ク・磁気テープ・その他の記録媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを 2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，携帯用液晶画面
条1項11号を除く))
ゲームおもちゃ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・その他
2006.06.19 拒絶査定
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・磁気ディスク・磁気
テープ・その他の記録媒体，録画済ビデオディスク及びビデオテープ，携帯電話機・簡易型
携帯電話機（ＰＨＳ）・その他の電気通信機械器具，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
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

69

70

71

72

73

商標（見本）

商標

起業道＼ＫＩＧＹＯＤＯ

スタディショップ

アプリでスタディ

ＮＡＶＩ ＡＮＡＬＹＺＥＲ

ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ ＡＮＡＬＹＺＥＲ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09,16,38,41,42

区分

【09】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－Ｒ
ＯＭ，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，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，雑誌・新聞・ムックを内容とする電子出版物，ゲームに関する
電子出版物
【16】文房具類，雑誌，新聞，ムック
【38】電気通信（放送を除く。），放送
【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。），映画・演芸・演劇・音楽又は教育研
修のための施設の提供，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
【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

09,16,41

【09】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，電子出版物
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供

09,16,41

【09】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，電子出版物
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2005.07.07 認定･付加情報
2006.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.28 手続補正書
2006.02.28 意見書
2006.02.28 代理人選任届
2006.03.01 手続補足書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
2006.07.03 手続補正書
2007.06.25 登録料納付
2007.08.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.06.11 登録査定書
2007.06.25 設定納付書
2007.07.17 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2005.07.07 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)
2006.03.07 意見書
2006.03.07 手続補足書
2006.04.05 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2005.07.07 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.07 意見書
2006.03.07 手続補足書
2006.04.05 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.11 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)
2006.06.09 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.11 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)
2006.06.09 拒絶査定

通常 2005-062555

通常:
2005-062679
標準

通常:
2005-062680
標準

通常:
2005-063777
標準

通常:
2005-063782
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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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

74

75

76

77

78

79

商標（見本）

商標

ＲＯＵＴＥ ＡＮＡＬＹＺＥＲ

Ｃｏｎｔｒａｓｔ Ｂｏｏｓｔｅｒ

実写ナビ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

09

【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及び 【中間記録情報】
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 ［審査］
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，録音済みコンパクトディスク，レコード，録 2005.07.12 願書
2005.12.27 代理人変更届
画済み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，電子出版物
2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 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)
2006.03.24 意見書
2006.06.13 拒絶査定
2006.09.15 手続補正書
2007.07.03 登録料納付
2007.08.31 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
2007.07.03 設定納付書
2007.07.24 登録証

09

【09】自動車用ビデオカメラ，自動車用デジタルビデオカメラ，ナビゲーション装置，動画撮
影プログラムを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・その他の記憶媒体，電子回路その他の電
子計算機用周辺機器，道路・河川管理用コンピュータ用プログラム，道路・河川管理用音
声・映像・データを記憶させた記憶媒体

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2005.07.22 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))
2006.06.02 拒絶査定

06,11

【06】金属製間仕切り，金属製建具，金庫
【11】空気清浄機

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.15 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.27 意見書
2006.02.27 手続補足書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定

19,20

【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］
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 2005.07.15 願書
構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，木材，建具（金属製のものを除く。）
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.06 拒絶査定
【20】家具

06

【06】樹木を固定する金属製打込み用アンカー

通常:
2005-063784
標準

通常:
2005-063952
標準

通常:
2005-064582
標準

アイ・スモーキング＼ｉ・Ｓｍｏｋｉｎ
通常 2005-065639
ｇ

ｉｒｏ

Ｔ．Ｋ．ｈｏｌｄＡｎｃｈｏｒ

通常:
2005-065944
標準

通常 2005-066569

※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］
2005.07.11 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)
2006.06.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.20 願書
2005.08.18 手続補正書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.22 意見書
2006.05.12 補正の却下の決定
2006.06.23 拒絶査定

2008/3/12
26／66

３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

80

81

82

83

84

85

86

商標（見本）

商標

カートゥーン・イングリッシュ

Ｐｈｒａｓｅ Ｅｎｇｌｉｓｈ

フレーズ・イングリッシュ

Ｃａｒｔｏｏｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ

ミッドトーンカラーコレクター

種別 出願番号

区分

09,16,41

【09】レコード，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 【中間記録情報】
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
［審査］
【16】カタログ，雑誌，書籍，パンフレット
2005.07.06 願書
2005.07.28 認定･付加情報
【41】学習塾における教授，高等学校における教育，語学の教授，小学校における教育，
大学における教授，中学校における教育，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
提供，書籍の制作
2006.06.16 拒絶査定

09,16,41

【09】レコード，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 【中間記録情報】
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
［審査］
【16】カタログ，雑誌，書籍，パンフレット
2005.07.06 願書
2005.07.28 認定･付加情報
【41】学習塾における教授，高等学校における教育，語学の教授，小学校における教育，
大学における教授，中学校における教育，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
提供，書籍の制作
2006.06.16 拒絶査定

09,16,41

【09】レコード，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 【中間記録情報】
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
［審査］
【16】カタログ，雑誌，書籍，パンフレット
2005.07.06 願書
2005.07.29 認定･付加情報
【41】学習塾における教授，高等学校における教育，語学の教授，小学校における教育，
大学における教授，中学校における教育，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
提供，書籍の制作
2006.06.16 拒絶査定

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)
2006.03.13 意見書
2006.06.13 拒絶査定

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)
2006.03.13 意見書
2006.06.13 拒絶査定

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)
2006.03.13 意見書
2006.06.13 拒絶査定

通常:
2005-066981
標準

通常:
2005-066982
標準

通常:
2005-066983
標準

通常:
2005-067712
標準

モバイルオーディオ＼ＭＯＢＩＬＥ
通常 2005-067718
ＡＵＤＩＯ

※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】レコード，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 【中間記録情報】
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
［審査］
【16】カタログ，雑誌，書籍，パンフレット
2005.07.06 願書
2005.07.28 認定･付加情報
【41】学習塾における教授，高等学校における教育，語学の教授，小学校における教育，
大学における教授，中学校における教育，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
提供，書籍の制作
2006.06.16 拒絶査定

通常:
2005-066980
標準

フルスクリーンパネル＼ＦＵＬＬ
通常 2005-067723
ＳＣＲＥＥＮＰＡＮＥＬ

指定商品・役務

09,16,41
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

87

88

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料

通常:
2005-068305
標準

06

89

Ｃｏｒｔｉｎａ

通常:
2005-068306
標準

08,21,24,44

90

新美顔＼ｓｈｉｎｂｉｇａｎ

通常 2005-068359

03,09,10,11,37

91

アマノ

通常 2005-068564

※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)
2006.03.13 意見書
2006.06.13 拒絶査定

ドキュメントコントロール＼Ｄｏｃｕ
通常 2005-067725
ｍｅｎｔ Ｃｏｎｔｒｏｌ

コルティナ

指定商品・役務

09

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.02.16 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
2006.03.29 手続補足書
2006.04.05 代理人選任届
2006.04.05 手続補足書
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.06.12 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］
2005.07.25 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.02.16 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
2006.03.29 手続補足書
2006.04.05 代理人選任届
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶査定
【08】電気かみそり及び電気バリカン，手動利器（「刀剣」を除く。），革砥，鋼砥，砥石，アイ 【中間記録情報】
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器
［審査］
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）
2005.07.25 願書
2005.07.25 認定･付加情報
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
2006.06.16 拒絶査定
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
ビリヤードクロス，布製ラベル
【03】せっけん類
【中間記録情報】
【09】測定機械器具
［審査］
【10】医療用機械器具
2005.07.26 願書
【11】浴室ユニット，浴槽類
2005.09.02 手続補正指令書(出願)
【37】医療用機械器具の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守，浴槽又は浴槽がまの清 2005.10.03 手続補正書(方式)
2005.11.02 認定･付加情報
掃，医療用機械器具の殺菌・滅菌
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

92

93

94

95

96

97

98

商標（見本）

商標

ひかえめモード

るすばんモード

ターボるすばんモード

おかえりモード

せつやくモード

みはり自動

ハイパワータイマー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】家庭用電熱用品類，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 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)
2006.06.16 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 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)
2006.06.16 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 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)
2006.06.16 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 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)
2006.06.16 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 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)
2006.06.16 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 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)
2006.06.16 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 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)
2006.06.16 拒絶査定

通常:
2005-068821
標準

通常:
2005-068822
標準

通常:
2005-068823
標準

通常:
2005-068824
標準

通常:
2005-068825
標準

通常:
2005-068826
標準

通常:
2005-068827
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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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

99

100

101

102

103

104

105

商標（見本）

商標

ターボ自動

ストリーマ脱臭

転倒予防

ＡＣ／ＤＣ １０００

ポールバンド

キャビネットランプ

ちょっといい

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】家庭用電熱用品類，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 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)
2006.06.16 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

09

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.12 願書
2006.02.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.03 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))
2006.06.09 拒絶査定

09

【09】介護用品，介護センサー，人感センサー，緊急通報装置，電子機器，ベッド，車椅子，
手すり，移乗台，老人ホーム，在宅支援用品，健康器具，段差解消機，歩行器，歩行車，
歩行補助杖，特殊寝台，腰掛便座，松葉杖，スロープ，リフト，階段昇降機，ホームエレ
ベーター，シャワーキャリー，バスボード，シャワー椅子，立ち上がり補助便座，補高便座，
移動用バー，サイドテーブル，装具，補装具，福祉用具，入浴台，浴槽，便座，サイドレー
ル，起き上がり介助バー，エアーマット，体位変換器，環境制御装置，ノンスリップ，式台，
足元灯，屋外灯，義手・義足，すのこ，ビニールシート，すりつけ板，人感センサー，チャイ
ム・ベル，サポートバー，Ｖ溝レール，敷居・建具，マグネットキャッチ，アラーム，日常生活
用具 住宅改修
【09】アーク溶接用電源

06

【06】金属製金具，ポール用配電機器結束体

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2005.07.29 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))
2006.06.16 拒絶査定

11

【11】電球類及び照明用器具

08,09

【08】工具用ベルト（ホルダー），ビット（手持工具の部品），手動利器（「刀剣」を除く。）の部
品及び附属品，手動工具の部品及び附属品
【09】保安用ヘルメットに装着して使用する日よけ具，高所又は低所作業用安全帯，工業用
事故防護用手袋，作業者の目を防護するための安全用眼鏡及びゴーグル，事故・照射及
び火災防護被服，事故防護用ひざ当て，事故防護用ひじプロテクター，事故防護用ヘル
メット，事故防護用靴，事故防護用網，事故防止用身体防護具，土木・建築作業用事故防
護用手袋，安全拘束具（乗物座席用及び運動器具用のものを除く。），安全装着帯（乗物座
席用及び運動器具用のものを除く。），腰帯・ロープ・連結金具からなる高所作業者のため
の墜落防止用器具

【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+第4条1項11
号)
2006.03.14 手続補正書
2006.03.14 意見書
2006.06.30 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 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))
2006.03.28 手続補正書
2006.03.28 手続補足書
2006.03.28 意見書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-068828
標準

通常:
2005-068829
標準

通常 2005-069068

通常 2005-069268

通常:
2005-069654
標準

通常:
2005-069747
標準

通常:
2005-070575
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］
2005.07.27 願書
2005.07.27 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)
2006.05.17 意見書
2006.06.09 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,12,16

106

ＰＯＷＥＲ ＳＨＩＦＴ＼パワーシフ
通常 2005-070926
ト

06,07,09,11,12

107

アプローチライト

通常:
2005-070953
標準

07,11

108

ＧＲＥＥＮ

通常 2005-071163

※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】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ッ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ッ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
【12】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，二輪自動車並びにその
部品及び附属品，自転車並びにその部品及び附属品，乳母車，車いす，人力車，そり，手
押し車，荷車，馬車，リヤカー，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
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，滑車，ばね，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航
路標識（発光式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽，ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，いかり，金属製ビッ
ト，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤロー
プ，金網，金属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，
金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受
け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製の
タオル用ディスペンサー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金
属製の可搬式家庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金
属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金
属製彫刻
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く。），栽培機械
器具，収穫機械器具，植物粗製繊維加工機械器具，飼料圧搾機，飼料裁断機，飼料配合
機，飼料粉砕機，牛乳ろ過器，搾乳機，育雛器，ふ卵器，蚕種製造用又は養蚕用の機械
器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装
用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，ゴム製品製造
機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を
【07】芝刈機，芝刈機並びにその部品・付属品，芝刈機用替刃，芝刈機用替刃取付具，ヘッ
ジトリマ，刈取機，除草機，除草機械器具，草刈機，草刈機用刃，庭木剪定機，農業用噴
霧器，農業用薬剤散布機，粉砕機，生ごみ処理機，業務用生ゴミ処理装置，農業用機械
器具
【11】火鉢類，ストーブ，石油ストーブ，石油ストーブしん，火鉢，暖炉，石油こんろ，こたつ，
ガスストーブ，ガスファンヒーター，石炭ストーブ，石油ファンヒーター，ＦＦ式ストーブ，家庭
用電熱用品類，エアコンディショナー，ルームエアコンディショナー，家庭用ルームエアコン
ディショナー，ルームクーラー，空気清浄器，家庭用空気清浄器，加湿器，家庭用加湿器，
除湿機，家庭用除湿機，空気清浄用マイナスイオン発生器，家庭用空気清浄用マイナスイ
オン発生器，扇風機，電気ストーブ，暖冷房装置，家庭用暖冷房装置，空気調和機，放熱
器，加熱器，電気温水器，湯沸かし器，電気湯沸かし器，家庭用電気湯沸かし器，石油湯
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2005.08.12 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)
2006.06.02 拒絶査定
2008.01.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 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)
2006.06.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2005.08.01 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

2008/3/12
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No.

109

110

商標（見本）

商標

ＥＣＯ ＣＯＯＬ＼エコクール

ＩＣ２１デジタルルータ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

06,12,20,22

区分

【06】金属製荷役用パレット，金属製輸送用コンテナ
【12】船舶並びにその部品及び附属品，車いす，手押し車，荷車
【20】荷役用パレット（金属製のものを除く。），プラスチック製保管・輸送用容器，家具，屋内
用ブラインド，スリーピングバッグ
【22】布製保管・輸送用容器，天幕，日覆い，登山用又はキャンプ用のテント

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2005.08.05 手続補正書
2005.08.05 手続補足書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.03.03 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))
2006.06.02 拒絶査定

09

【09】金銭登録機，現金自動預金支払機，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調
相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電
気ブザー，電気通信機械器具，電子計算機，電子計算機用プログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テ
レビゲームおもちゃ用のプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レ
コード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウン
ロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒
体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売
【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］
2005.08.02 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)
2006.06.09 拒絶査定

09,16

【09】電子出版物，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，録画済みビデ
オディスク及びビデオテープ
【16】印刷物，雑誌，書籍，新聞，ニューズレター，パンフレット

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定

07

【07】荷役機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

09

【09】電子計算機用プログラム

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

05,10,44

【05】薬剤
【10】医療用機械器具
【44】医療情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.08.04 認定･付加情報
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 拒絶査定

通常 2005-071219

通常:
2005-071741
標準

09
111

112

113

114

115

閉じたらＰＩＭロック

太鼓判！＼住宅の価格査定

オートソーター

通常:
2005-071768
標準

通常 2005-071806

通常:
2005-072114
標準

デスクトップツール＼Ｄｅｓｋｔｏｐ
通常 2005-072275
Ｔｏｏｌ

クリティカルケアソリューション

通常:
2005-072544
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］
2005.08.02 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)
2006.06.23 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10,14

116

リラックスループ

通常:
2005-072699
標準

10,14
117

リストループ

通常:
2005-072700
標準

09

118

世界の終わりで詩い続ける少
女

通常:
2005-073159
標準

10
119

アルベオワイダー

指定商品・役務
【10】磁気治療器その他の医療用機械器具，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手
術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳
器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除
く。），業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用
便器，耳かき
【14】磁石又は磁性体を使用してなる身飾品，首・胸・腕・肘・手首・指・腹・腰・膝・足首等に
巻く身飾品，イヤリング，貴金属製き章，貴金属製バックル，貴金属製バッジ，ネックレス，
ブレスレット，ペンダント，ブローチ，メダル，指輪，アンクレット，キーホルダー，貴金属製靴
【10】磁気治療器その他の医療用機械器具，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手
術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳
器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除
く。），業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用
便器，耳かき
【14】磁石又は磁性体を使用してなる身飾品，首・胸・腕・肘・手首・指・腹・腰・膝・足首等に
巻く身飾品，イヤリング，貴金属製き章，貴金属製バックル，貴金属製バッジ，ネックレス，
ブレスレット，ペンダント，ブローチ，メダル，指輪，アンクレット，キーホルダー，貴金属製靴
【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させ
た記憶媒体，業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，写真機械器具，映画機械器具，
光学機械器具，測定機械器具，電池，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，携
帯電話用ストラップ，デジタルカメラ，デジタルビデオカメラ，ビデオカメラ，電子スチールカメ
ラ並びにこれらの部品及び附属品，電気通信機械器具，ダウンロード可能な電子計算機用
プログラム，その他の電子計算機用プログラム，電子計算機用プログラムを記憶させた記
憶媒体，電子計算機用周辺機器，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビ
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体，電子計算機ネットワークを通じてダ
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，家庭用テレビゲームお
もちゃの部品及び附属品，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，液晶画面ゲームおもちゃ用のプロ
グラムを記憶させた記憶媒体，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，
録音済みのコンパクトディスク，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，ダウンロード可能な映像，
ダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画
像・映像，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた記憶媒体，ダ
【10】医療用機械器具

通常:
2005-073281
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］
2005.08.04 願書
2005.08.09 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.08.09 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.20 意見書
2006.03.20 手続補足書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.06.19 拒絶査定
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2007.07.30 登録料納付
2007.09.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.07.09 登録査定書
2007.07.30 設定納付書
2007.08.14 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.15 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)
2006.06.09 拒絶査定
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120

121

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

09

【09】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，自動販売機，両替機，業務用テレビ
ゲーム機，業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テー
プ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，乗物運転技能訓練用
シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，写真機械器具，映画機械器具，光学機械
器具，電池，電気通信機械器具，コンピュータ，パーソナルコンピュータ用ゲームプログラ
ムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，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，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電子回路・磁気テープ・磁
気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・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・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，スロッ
トマシン，レコード，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【09】電子計算機用プログラム，電子出版物
【16】印刷物
【36】有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及
び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売
買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又
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・金融市況・為替市況に関する情報の提供，その他の金融
に関する情報の提供，有価証券の相場に関する情報の提供，商品先物取引市況に関する
情報の提供，保険に関する情報の提供，建物又は土地の情報の提供，企業の信用に関す
る調査，税務に関する情報の提供
【38】報道をする者に対するニュースの供給
【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，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のも
のを除く。）
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・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

通常 2005-073444

09,16,36,38,41,42,4
5

122

３ＤＶ８

通常 2005-073884

※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】ダウンロード可能な移動体電話機用のゲームプログラム，パーソナルコンピュータ用 【中間記録情報】
のゲーム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・ＲＯＭカートリッジ・Ｃ ［審査］
Ｄ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＡＭ，ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用の 2005.08.05 願書
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，携帯電話機用ストラップ， 2005.08.08 認定･付加情報
2006.02.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
その他の電気通信機械器具，業務用テレビゲーム機用のゲーム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・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ 項16号)
－ＲＡＭ，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム，業務用テレビ 2006.03.20 意見書
ゲームの遊戯者・得点・進行状態・その他遊戯に関する情報を記録するための業務用テレ 2006.03.20 手続補足書
ビゲーム機用磁気カード・ＩＣカ－ド・光カード，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲーム 2006.03.24 出願人名義変更届(一般承継)
2006.03.24 手続補足書
おもちゃ用のゲーム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・ＲＯＭ
2006.04.21 手続補正指令書(中間書類)
カートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＡＭ，ダウンロード可能な家庭用テレビ
2006.04.21 認定･付加情報
ゲームおもちゃ用のゲームプログラム，その他の家庭用テレビゲームおもちゃ，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電子回路・磁気ディスク・光ディ 2006.05.12 認定･付加情報
スク・ＲＯＭカートリッジ，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ゲームプ 2006.05.22 手続補正書
ログラム，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 2006.05.22 代理人受任届
せた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な音声・音楽，映写フィルム，スライドフィ 2006.05.22 認定･付加情報
2006.06.05 認定･付加情報
ルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ダウンロー
ド可能な画像・映像，電子出版物，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変 2006.06.05 認定･付加情報
流機，調相機，電池，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， 2006.06.05 認定･付加情報
眼鏡，救命用具，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，自 2006.06.23 拒絶査定
動販売機，計算尺，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 2006.10.02 手続補正書(方式)
2006.10.02 手続補足書
ク，水泳用浮き板，レギュレーター，潜水用機械器具，耳栓，事故防護用手袋
2007.08.22 登録料納付
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.07.23 登録査定書
2007.08.22 設定納付書
2007.09.11 登録証

Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｔｒｅｔｃｈ＼コン
通常 2005-073396
ディショニングストレッチ

アバターをつくろう！

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.12 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)
2006.06.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.15 意見書
2006.03.15 手続補足書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定
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商標
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区分
09,28

123

124

125

126

ゲームがいっぱい

おでかけモード

ナノ除菌フィルター

スーパーミラーパネル

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.05 拒絶査定

11

11

【11】家庭用電熱用品類

【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)
2006.03.22 意見書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶査定

19

【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ
んが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築
専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建
築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製
の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立セット（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。），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。），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。），石製彫刻，コンクリート製彫刻，大理石製彫

【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)
2006.06.09 拒絶査定

通常:
2005-073934
標準

通常:
2005-074045
標準

通常:
2005-074704
標準

通常:
2005-075371
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】自動販売機，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させ
た記憶媒体，業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，写真機械器具，映画機械器具，
光学機械器具，測定機械器具，電池，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，携
帯電話用ストラップ，デジタルカメラ，デジタルビデオカメラ，ビデオカメラ，電子スチールカメ
ラ並びにこれらの部品及び附属品，電気通信機械器具，ダウンロード可能な電子計算機用
プログラム，その他の電子計算機用プログラム，電子計算機用プログラムを記憶させた記
憶媒体，電子計算機用周辺機器，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビ
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体，電子計算機ネットワークを通じてダ
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，家庭用テレビゲームお
もちゃの部品及び附属品，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，液晶画面ゲームおもちゃ用のプロ
グラムを記憶させた記憶媒体，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，
録音済みのコンパクトディスク，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，ダウンロード可能な映像，
ダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画
像・映像，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた記憶媒体，ダ
ウンロード可能な電子出版物，電子出版物
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属
品，電子おもちゃ，おもちゃ，人形，遊戯用カード，トレーディングカードゲーム用カード，
ボードゲーム，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
【11】暖冷房装置，家庭用電熱用品類
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2005.08.16 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定
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No.

127

128

129

130

131

132

133

商標（見本）

商標

４８ＤＶＤ

足いーきもち

腰いーきもち

肩いーきもち

ＲＸ－１０

ＲＸ－１１

ＳｅｃｕｒｅＧｕａｒｄＭａｎａｇｅｒ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】教育・娯楽・データ用リミテッドプレイ光学式媒体

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.11 願書
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))
2006.05.15 期間延長請求書
2006.06.13 意見書
2006.06.26 拒絶査定

10

【10】低周波治療器，マッサージ器，その他の医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 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)
2006.06.23 拒絶査定

10

【10】低周波治療器，マッサージ器，その他の医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 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)
2006.06.23 拒絶査定

10

【10】低周波治療器，マッサージ器，その他の医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 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)
2006.06.23 拒絶査定

10,20

【10】医療用機械器具，医療用ウォーターベッド
【20】安楽いす，ウォーターベッド（医療用のものを除く），ベッド

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2005.08.12 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

10,20

【10】医療用機械器具，医療用ウォーターベッド
【20】安楽いす，ウォーターベッド（医療用のものを除く），ベッド

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2005.08.12 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

09

【09】記憶媒体格納データの暗号化による保護及び非常時の暗号化データの復旧をするた 【中間記録情報】
めのコンピュータソフトウェア，記憶媒体格納データの暗号化による保護及び非常時の暗 ［審査］
2005.08.12 願書
号化データの復旧をするためのコンピュータソフトウェアを記録した記憶媒体
2005.08.16 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)
2006.04.03 手続補正書
2006.04.03 意見書
2006.06.27 拒絶査定

通常:
2005-075523
標準

通常:
2005-075894
標準

通常:
2005-075895
標準

通常:
2005-075896
標準

通常:
2005-075899
標準

通常:
2005-075901
標準

通常:
2005-075938
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.

134

135

136

137

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2005.08.09 上申書
2005.09.09 手続補正指令書(出願)
2005.09.12 上申書
2005.10.24 認定･付加情報
2005.10.24 認定･付加情報
2005.10.24 認定･付加情報
2005.10.28 出願番号特定通知書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

07,37,43

【07】金属加工機械器具，印刷用又は製本用の機械器具，プラスチック加工機械器具，半
導体製造装置，ダイカストマシン
【37】金属加工機械器具の修理又は保守，印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保
守，プラスチック加工機械器具の修理又は保守，半導体製造装置の修理又は保守，金属
ダイカスト鋳造機械器具の修理又は保守
【43】展示施設の貸与，展示施設の提供，研究施設の提供

【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)
2006.06.02 拒絶査定
2006.09.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09

【09】電子計算機用プログラム

【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)
2006.02.20 意見書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定

11

【11】ボイラー，浴室ユニット，便所ユニット，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，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，業務用冷凍食品解凍機，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，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，硬水軟化装置，家庭用軟水器，浄水用ろ過装置，水質汚濁
防止装置，浄水用殺菌装置，逆浸透膜を使用した純水製造装置，浄水用溶存酸素除去処
理装置，浄水用配管サビ防止装置，浄水用水道水脱酸素装置，暖冷房装置用冷却塔，冷
【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］
2005.08.25 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

サークル レンズ＼さーくる れ
通常 2005-078255
んず＼Ｃｉｒｃｌｅ Ｌｅｎｓ

ナノラボ＼ＮＡＮＯＬＡＢＯ

Ｑｕｉｃｋ－ＯＮ

セイフティスチームクッキング

パイプカーテン

通常 2005-078307

通常 2005-079177

通常:
2005-079258
標準

通常:
2005-079402
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】眼鏡，コンタクトレンズ

06

138

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 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)
2006.05.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.02 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,42

139

けーたいサービス

通常:
2005-079777
標準

09,16,41

140

スーパーパワーアップ＼ＳＵＰＥ
通常 2005-080043
Ｒ ＰＯＷＥＲ ＵＰ

※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】録画済みコンパクトディスク・カセットテープ・ＣＤ－ＲＯＭ，耳栓，加工ガラス（建築用
のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵
器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算
機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステ
ム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガ
ソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火
ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保
安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の
道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転
技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械
器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回
転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘ
アカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵
抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じん
マスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液
晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマ
シン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き
板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた
電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マ
ウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】印刷物，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
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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)
2006.06.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
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)
2006.06.02 拒絶査定
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商標

種別 出願番号

区分
09,41

141

将棋遊びパック

通常 2005-080093

09

142

待受アート

通常 2005-080096

09
143

Ｓｏｃｉａｌ Ｗｅｌｆａｒｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ
Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｇｒｏｕｐ

通常 2005-080219

09
144

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】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
【09】電気通信機械器具，未記録の記録媒体，電子計算機用プログラム，電子計算機用プ
ログラムを記録した記録媒体，電子応用機械器具及びその部品

Ｓｏｃｉａｌ Ｗｅｌｆａｒｅ Ｅａｓｙ ｏｐｅｒ
ａｔｉｎｇ Ｅｌｄｅｒｌｙ ｃａｒｅ Ｔｏｔａｌ ｓ 通常 2005-080220
ｙｓｔｅｍ

※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］
2005.08.26 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)
2006.06.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 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)
2006.06.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定

【09】電気通信機械器具，未記録の記録媒体，電子計算機用プログラム，電子計算機用プ 【中間記録情報】
［審査］
ログラムを記録した記録媒体，電子応用機械器具及びその部品
2005.08.26 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

145

146

147

148

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

サイレント製氷

ＧＨＧＭａｎａｇｅｒ

01,11

【01】工業用脱臭剤
【11】家庭用又は業務用の脱臭装置

11

【11】冷凍機械器具，家庭用電気冷蔵庫

09,35,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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

通常:
2005-080340
標準

通常:
2005-080892
標準

通常 2005-080952

※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，未記録の記録媒体，電子計算機用プログラム，電子計算機用プ 【中間記録情報】
［審査］
ログラムを記録した記録媒体，電子応用機械器具及びその部品
2005.08.26 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定

Ｓｏｃｉａｌ Ｗｅｌｆａｒｅ ｏｆｆｉｃｅ Ａｕｔ
ｏｍａｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ ｏｎ Ｎｅｔｗ 通常 2005-080226
ｏｒｋ

ヨウソタン

指定商品・役務

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.27 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.12 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,42

149

ＧＨＧエキスパート

通常:
2005-080953
標準

09,35,42

150

ＧＨＧマネージャー

通常:
2005-080954
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
【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】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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,42

151

ＧＨＧＥｘｐｅｒｔ

通常 2005-080955

09,35
152

メガネ・コンタクトナビ

情報携帯ガード

通常:
2005-081287
標準

06
154

ＫＣセキュリティ中蓋

155

カスタムドレス

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム，コンピューターソフトウ
エア，磁気記録媒体，光学式記録媒体，データ処理装置，コンピュータ用のインターフェー
ス，光ディスクプレーヤー，光ディスクレコーダー，電気通信機械器具，理化学機械器具，
測定機械器具，電気磁気測定器，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，電報に
よる通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，電子メール通信
【42】電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門
的知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算
機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含
む。）の貸与，コンピュータプログラムの操作マニュアルの作成，コンピュータプログラムの
貸与，コンピュータソフトウエアの貸与，コンピュータソフトウエアの設計，コンピュータソフト
ウエアの最新化，コンピュータソフトウエアの保守，コンピュータ用装置の設計に関する助
【06】マンホール用金属製ふた

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2005.09.01 認定･付加情報
2006.02.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

【09】携帯電話機の部品及び付属品
【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，運動用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 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)
2006.06.20 拒絶査定

通常:
2005-081412
標準
09,28
通常:
2005-081899
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］
2005.08.30 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

通常 2005-081281

09,38,42

153

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】眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。）
【35】広告，商品の販売に関する情報の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.15 意見書
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

156

157

158

159

商標（見本）

商標

もうすぐ時間ですよ

ＬＡＮ ｄｅ インターホン

紫竹門松

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】サービス機関を利用する利用者の受付及び呼出を行うために用いるコンピュータ，
【中間記録情報】
サービス機関を利用する利用者の受付及び呼出を行うために用いるバーコード読取機・印 ［審査］
刷機その他のコンピュータ用プリンター，サービス機関を利用する利用者の受付及び呼出 2005.09.01 願書
2005.09.08 認定･付加情報
を行うために用いるコンピュータ用プログラム，サービス機関を利用する利用者の受付及
2006.03.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
び呼出を行うために用いる携帯情報端末・携帯電話機
条1項11号を除く))
2006.04.06 手続補正書
2006.04.06 意見書
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.19 手続補正指示書(審査官)
2006.05.11 手続補正書
2006.05.11 意見書
2006.06.05 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.16 意見書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定

19

【19】竹材

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

09,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 願書
2005.09.05 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)
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-082000
標準

通常 2005-082395

通常:
2005-082644
標準

Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ＥＲＰ＼コンポー
通常 2005-082684
ネントイーアールピー

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

中間記録

09
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商標（見本）

商標

種別 出願番号
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09,42

160

コンポーネントＥＲＰ

通常 2005-082685

07

161

162

163

ＰＲＯＴＥＣＴＯＲ

Ｂ－ｍｏｄｅｌ

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
【07】金切りのこぎり盤用のこ刃

通常:
2005-082771
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］
2005.09.05 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.19 意見書
2006.06.30 拒絶査定
2006.07.31 手続補正書
2007.07.13 登録料納付
［登録］
2007.07.13 登録査定書
2007.07.13 設定納付書
2007.08.07 登録証

10

【10】業務用痩身マッサージ器，その他の業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ 【中間記録情報】
［審査］
器，家庭用美容マッサージ器
2005.09.05 願書
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.06 拒絶査定

09,41,44

【09】理化学機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電気磁気測定器，電気通信機械器
具
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，美術品の展示、書籍の制作，音楽の演奏，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。），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，楽器の貸与，運
動用具の貸与，図書の貸与，録音済み磁気テープの貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸
与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【44】美容・理容・入浴施設の提供・庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供，気功整
体を含む整体・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復・はり・リフレクソロジー・アロマテラ
ピー及びこれらに関する助言，美容・健康管理に関する指導・助言及び情報の提供，医療
情報の提供，健康診断，栄養の指導，動物の医療及び健康に関する情報の提供，医療用

通常 2005-082856

イキイキライフ＼生き生きライフ
＼活き活きライフ＼ｉｋｉ－ｉｋｉ Ｌｉｆ 通常 2005-083039
ｅ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 願書
2005.09.05 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)
2006.06.30 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2005.09.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.13 認定･付加情報
2005.09.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.30 認定情報通知書
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)
2006.06.02 拒絶査定
2006.08.07 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

164

165

166

167

168

169

商標（見本）

商標

耐震診断Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ

ワンセグ

１Ｓｅｇ

１セグ

Ｏｎｅ－Ｓｅｇ

品質ＫＹ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】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 ［審査］
計算機用プログラムの提供，デザインの考案，電子計算機・自動車その他その用途に応じ 2005.09.05 願書
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 2005.09.06 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
能・操作方法等に関する紹介及び説明
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

09,35,38

【09】携帯電話機及びその部品並びに付属品，その他の電気通信機械器具，携帯電話機 【中間記録情報】
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受け画面用の画 ［審査］
2005.09.06 願書
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ロード可能な電話
着信メロディー，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【35】広告
項16号)
2006.06.02 拒絶査定
【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
2006.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.04 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

09,35,38

【09】携帯電話機及びその部品並びに付属品，その他の電気通信機械器具，携帯電話機 【中間記録情報】
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受け画面用の画 ［審査］
2005.09.06 願書
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ロード可能な電話
着信メロディー，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【35】広告
項16号)
2006.06.02 拒絶査定
【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
2007.08.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.04 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

09,35,38

【09】携帯電話機及びその部品並びに付属品，その他の電気通信機械器具，携帯電話機 【中間記録情報】
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受け画面用の画 ［審査］
2005.09.06 願書
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ロード可能な電話
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
着信メロディー，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【35】広告
項16号)
2006.06.02 拒絶査定
【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
2007.08.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.04 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

09,35,38

【09】携帯電話機及びその部品並びに付属品，その他の電気通信機械器具，携帯電話機 【中間記録情報】
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受け画面用の画 ［審査］
2005.09.06 願書
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ロード可能な電話
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
着信メロディー，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【35】広告
項16号)
2006.06.02 拒絶査定
【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
2007.08.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.04 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

09

【09】理化学機械器具

通常:
2005-083125
標準

通常:
2005-083162
標準

通常:
2005-083163
標準

通常:
2005-083164
標準

通常:
2005-083165
標準

通常:
2005-083236
標準

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

中間記録

09,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19

170

ＢＩＳＣＵＩＴ＼ビスケット

通常 2005-083264

01,09

171

ＲＡＰＩＤ ＯＮＳＩＴＥ ＴＯＸＩＣＩＴＹ
通常 2005-083660
ＡＵＤＩＴ ＳＹＳＴＥＭ

11
172

173

174

チャッカジマン

ＰｒｏｔｅｃｔＸ＼プロテクトＸ

Ｓｍｏｏｔｈ Ｓｔｙｌｅ

指定商品・役務
【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，灯ろう，可搬式家庭用
温室（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
【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
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【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】ガス点火器

通常:
2005-084246
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2006.03.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.12 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.26 拒絶査定

09

【09】防刃チョッキ，その他の防刃服，防弾チョッキ，その他の防弾服，事故防護用手袋，防 【中間記録情報】
刃手袋，救命用具，保安用ヘルメット，防弾用ヘルメット，防刃楯，爆発事故防護用楯，防 ［審査］
2005.09.08 願書
じんマスク，防毒マスク，防火被服
2005.09.08 認定･付加情報
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.12 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，電気磁気測定器，レ
コード

通常 2005-084262

通常:
2005-084334
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］
2005.09.06 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 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.06.12 手続補正書
2006.06.12 意見書
2006.06.20 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 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
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.27 意見書
2006.06.20 拒絶査定
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No.

175

176

177

178

179

180

商標（見本）

商標

Ｓｍｏｏｔｈ Ｓｔｙｌｅ

ｓｍａｒｔ

ツーフーバンド

環境石

癒し

ＲＷ＼ＣＯＭＰＡＴＩＢＬＥ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，電気磁気測定器，レ
コード

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 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
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.27 意見書
2006.06.20 拒絶査定

12

【12】乗物用盗難警報機，乗物用盗難防止装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.09 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.28 願書
2005.10.28 手続補正指令書(出願)
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

01,19

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.09.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.11 手続補正書(方式)
2005.10.11 上申書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.02.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

09

【09】レコード及び録音済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

09

【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
【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2005.09.08 願書
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 2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.06.30 拒絶査定
オディスク及びビデオテープ，電子出版物

通常 2005-084335

通常 2005-084523

通常:
2005-084532
標準

通常:
2005-084542
標準

通常:
2005-084557
標準

通常 2005-084567

※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.

181

182

183

184

185

商標（見本）

商標

ＰＵＳＨ

デスクトップＭＥＭＳ

Ｋ２ライナー

ＫＪ１４

ＳｐａｍＴｒａｐ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【07】家庭用電動氷削機，食料加工用又は飲料加工用の機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.03.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 拒絶査定

07,09,40,42

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.01 拒絶査定

19

【07】金属加工機械器具，金属用金型，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，半導
体製造装置の部品，ナノインプリント装置，ナノインプリント用のモールド，電子線描画装
置，リソグラフィー装置，エッチング装置，薄膜形成装置，成膜装置，メッキ装置，接合装
置，ＭＥＭＳ製造機械器具，ＭＥＭＳ加工機械器具
【09】電子応用機械器具，電子線描画装置，精密測定機械器具，材料試験機，ＭＥＭＳ用
計測装置，ＭＥＭＳ用試験装置
【40】金属の加工，プラスチックの加工，半導体の加工，微細加工，ＭＥＭＳ加工
【42】半導体及び半導体の製造に関わる機械、装置若しくは器具（これらの部品を含む）又
はこれらにより構成される設備の試験、検査又は研究，半導体及び半導体の製造に関わ
る機械、装置若しくは器具（これらの部品を含む）又はこれらにより構成される設備の設計
又は試作，ＭＥＭＳ及びＭＥＭＳの製造に関わる機械、装置若しくは器具（これらの部品を
含む）又はこれらにより構成される設備の試験、検査又は研究，ＭＥＭＳ及びＭＥＭＳの製
造に関わる機械、装置若しくは器具（これらの部品を含む）又はこれらにより構成される設
【19】管ライニング材

07

【07】航空機用エンジン並びにその部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

09

【09】通信用サーバー，コンピュータネットワーク用のハブ・スイッチ又はルーター，コン
ピュータ周辺機器，モデム，電子メールの安全性を確保するための電子計算機用プログラ
ム，異なる種類のプロトコルを使っているネットワークを相互接続するためのコンピュータ用
インターフェイス，システム管理に使用される電子計算機用プログラム，通信ネットワークを
介したダウンロード可能なネットワーク管理用の電子計算機用プログラム，ネットワークアク
セスサーバ用の電子計算機用プログラム，オペレ－ティングシステム用の電子計算機用プ
ログラム，インターネット電話用の電話機械器具，セットトップボックス，コンピュータワーク
ステーション，コンピュータ通信用ソフトウェア，パーソナルコンピュータ，ノート型パーソナ
ルコンピュータ，コンピュータネットワーク用の電気通信機械器具，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］
2005.09.09 願書
2005.09.29 認定･付加情報
2006.03.17 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))
2006.06.16 手続補正書
2006.06.16 認定･付加情報
2006.06.16 認定･付加情報
2006.06.16 意見書
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-084590
立体

通常:
2005-084601
標準

通常:
2005-084650
標準

通常:
2005-084663
標準

通常 2005-084694

※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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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.03.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.21 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

186

187

商標（見本）

商標

ＦＰｃｏｄｅ

ＡＲ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09

区分

【09】金銭登録機，現金自動預金支払機，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調
相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電
気ブザー，電気通信機械器具，電子計算機，電子計算機用プログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テ
レビゲームおもちゃ用のプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レ
コード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウン
ロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒
体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売
されるものを含む。）

09,18,25

【09】レンズ，眼鏡及びサングラス用ケース，眼鏡及びサングラス用フレーム，その他の眼
鏡の部分及び附属品，サングラス，その他の眼鏡，拡大鏡
【18】模造の皮その他の皮革，革製のキーケース，その他のキーケース，トランク，折りか
ばん，手提げかばん，こうり，リュックサック，ボストンバッグ，アタッシュケース，書類入れか
ばん，スーツケース，ハンドバッグ，肩掛けかばん，その他のかばん類，小切手帳入れ，ト
ラベルオーガナイザー，カード入れ，革製買物袋，布製買物袋，模造皮革買物袋，財布（貴
金属製のものを除く。），小銭入れ，パスポート入れ，パス入れ，ポシェット，その他の袋物，
携帯用化粧道具入れ，かばん金具，がま口口金，洋傘，日傘，その他の傘，シューティン
グステッキ，その他のステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，むち，くら，はみ，むながい，そ
の他の乗馬用具
【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】インターネットからダウンロード可能な音楽・電子出版物・音声・映画・静止画像・動画
像・ゲーム・ゲームプログラム
【41】セミナーの企画・運営又は開催，書籍の製作，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，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。），インターネットを利用
した音楽・電子出版物・音声・映画・静止画像・動画像・ゲームの提供
【09】インターネットからダウンロード可能な音楽・電子出版物・音声・映画・静止画像・動画
像・ゲーム・ゲームプログラム
【41】セミナーの企画・運営又は開催，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，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。），インターネットを利用
した音楽・電子出版物・音声・映画・静止画像・動画像・ゲームの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.26 意見書
2006.06.02 拒絶査定
2006.09.04 手続補正書(方式)
2006.11.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.09 登録料納付
2007.08.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.06.15 登録査定書
2007.07.09 設定納付書
2007.07.24 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.02.27 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))
2006.04.25 意見書
2006.04.25 手続補足書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶査定

通常:
2005-084754
標準

通常 2005-085110

09

188

ｘＣｏｎｔａｃｔ

通常:
2005-085296
標準

09,41

189

デジドル＼でじどる＼ｄｉｇｉｄｏｌ＼
通常 2005-085451
ＤＩＧＩＤＯＬ

09,41

190

萌えドル＼もえどる＼モエドル
＼ＭＯＥＤＯＬ

通常 2005-085452

※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］
2005.09.12 願書
2005.09.13 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.23 拒絶査定
2007.09.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

2008/3/12
49／66

３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

191

192

193

194

商標（見本）

商標

スリットライン

マルチＶＣ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【19】鉱物繊維製の建築専用材料，その他の合成建築専用材料，陶磁製建築専用材料・ 【中間記録情報】
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，アスファ ［審査］
2005.09.13 願書
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 2005.09.13 認定･付加情報
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。），セメン 2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ト及びその製品，木材，石材，建築用ガラス，建具（金属製のものを除く。），鉱物性基礎材 項16号)
2006.04.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
料
2006.04.26 意見書
2006.04.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.30 拒絶査定
2006.07.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.26 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.09.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

11

【11】乾燥装置，換熱器，蒸発装置，熱交換器，暖冷房装置，冷凍機械器具，家庭用電熱
用品類

09

【09】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

09,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性

通常:
2005-085678
標準

通常:
2005-085684
標準

Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ Ａｄａｐｔｅ 通常:
2005-085703
ｒ
標準

歌詞待ち画

通常:
2005-085743
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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.03.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2005.09.13 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)
2006.06.23 拒絶査定

2008/3/12
50／66

３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

195

196

商標（見本）

商標

セミハンド

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 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)
2006.06.13 拒絶査定

09,42

【09】ビリングマシン，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，携帯用液晶
画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用
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】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，工業所有権
に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，訴訟事件その他に関する法律事務，登記又
は供託に関する手続の代理，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に
関する手続の代理，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
【09】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，通信ネットワー
クを通じてダウンロード可能な音声・音楽・画像・動画・映像その他の電子データ，電子出
版物，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・光ディスク・ＣＤ－ＲＯ
Ｍ・半導体メモリその他の記録媒体，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2005.10.07 手続補正指令書(出願)
2005.12.05 認定･付加情報
2005.12.05 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.30 拒絶査定
2006.07.25 再送
2006.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.10 官報公告

09

【09】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，通信ネットワー
クを通じてダウンロード可能な音声・音楽・画像・動画・映像その他の電子データ，電子出
版物，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・光ディスク・ＣＤ－ＲＯ
Ｍ・半導体メモリその他の記録媒体，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.09 拒絶査定

09

【09】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，通信ネットワー
クを通じてダウンロード可能な音声・音楽・画像・動画・映像その他の電子データ，電子出
版物，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・光ディスク・ＣＤ－ＲＯ
Ｍ・半導体メモリその他の記録媒体，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.16 拒絶査定

09,38

【09】電話機械器具電話応用機械器具及びその部品
【38】電気通信

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.03.03 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))
2006.06.09 拒絶査定
2007.10.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09

【09】コンタクトレンズ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

通常:
2005-085888
標準

ＦＯＲＥＮＳＩＣＳ＼フォレンジック
通常 2005-085900
ス

198

199

200

201

ＳｉｔｅＢｕｉｌｄｅｒ

ＰＥＭ

ＨＳＰｃｏｍｐｌｅｔｅ

セカンド携帯

ドールアイ

通常:
2005-085912
標準

通常:
2005-085915
標準

通常:
2005-085919
標準

通常 2005-085938

通常 2005-085941

※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】工場・研究所・クリーンルーム等の工業施設において使用する業務用事故防護及び
汚染防止用手袋

09
197

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.03 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))
2006.06.09 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

202

203

商標（見本）

商標

ＧＥＮＯＶａ

ｅ映像

種別 出願番号

区分

205

206

耐火集成材

ネイルプラグ

クルマもココロも動かす技術

09

【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及び 【中間記録情報】
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，火災報知機，盗難警報 ［審査］
2005.09.14 願書
器，磁心，抵抗線，電極，金銭登録機
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.27 拒絶査定
【19】柱、梁等として使用する鋼材を内蔵した集成材であって耐火性能のある建築材料
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

通常 2005-086039

通常:
2005-086051
標準

通常 2005-086405

06,20

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製金具
【中間記録情報】
【20】金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベッ ［審査］
2005.08.31 願書
ト及びキャスター（金属製のものを除く。）
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

04,07,12

【04】固形潤滑剤，工業用グリース，潤滑油，その他の工業用油
【07】玉軸受，ころ軸受，直動案内軸受，ユニット軸受，その他の軸受，軸，軸継ぎ手，ベア
リング，変速機，その他の動力伝導装置，スピンドル，カムクラッチ，ワンウェイクラッチ，ア
クチュエータ，ボールねじ，位置決め装置，割り出し装置，ＸＹテーブル，その他の機械要素
（陸上の乗物用のものを除く。），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
【12】軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，変速機，その他の動力伝導装置，その他の陸上の
乗物用の機械要素，ステアリング装置並びにその部品及び附属品
【10】はり治療用はり
【14】ピアス

通常:
2005-086461
標準

通常:
2005-086825
標準

10,14
207

スリムピアス

通常 2005-086977

※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
【中間記録情報】
【41】インターネットによる海外留学のための知識の教授及び情報の提供，インターネットに ［審査］
よる語学学習に関する情報の提供，インターネットによる語学検定試験に関する情報の提 2005.09.14 願書
2005.09.15 認定･付加情報
供，その他の知識の教授
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.21 拒絶査定

19
204

指定商品・役務

09,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2006.03.22 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))
2006.06.27 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.03 願書
2005.11.04 手続補正指令書(出願)
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.23 拒絶査定

2008/3/12
52／66

３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,42

208

スマッチ＼ＳＭＡＴＣＨ

通常 2005-087064

09,35,36,39,41,42,4
5

209

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2005.09.16 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.24 意見書
2006.04.24 代理人受任届
2006.04.26 手続補足書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.31 手続補正書(方式)
2006.09.04 手続補足書

【11】暖冷房装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，家庭用浄水器

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.16 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)
2006.06.23 拒絶査定

ＡＫＩＢＡ Ｔｏｗｎ Ｃａｒｄ＼アキバ
通常 2005-087069
タウンカード

11
210

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，携帯
電話機用ストラップ，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロ
ケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶
接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，
ウェットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，
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，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，ダウンロード可能な画像及び映像，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，ダウンロード可能な業務用
テレビゲーム機用ゲームプログラム，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携帯電話機用ゲームプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウン
【09】電子応用機械器具及びその部品
【35】アンケート調査及びその評価・分析，顧客に関する情報の収集・管理・分析，コン
ピュータデータベースへの情報構築・情報編集及びこれらに関する情報の提供
【36】関税に関する手続についての情報の提供
【39】旅行情報の提供，海外渡航者のための都市案内・出入国案内・免税店の案内
【41】文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催，講演会の企画・運営又は開
催，自然科学又は科学技術に関する体験施設の提供
【42】技術移転の仲介
【45】免税店に対して行なう個人の身元又は信用に関する情報の提供

簡易ソケット＼ＫＡＮＮＩ ＳＯＣＫ
通常 2005-087154
ＥＴ

※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］
2005.09.15 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))
2006.04.07 手続補正書
2006.04.07 手続補足書
2006.04.07 意見書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定
2006.09.07 手続補正書(方式)
2006.09.07 手続補正書
2006.09.07 手続補正書
2007.01.26 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.08 登録料納付
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.07.24 登録査定書
2007.08.08 設定納付書
2007.09.04 登録証

2008/3/12
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

211

212

213

214

215

商標（見本）

商標

エアウェイスコープ

Ｊ．Ｗｉｒｅｌｅｓｓ

Ｊ．Ｍｏｂｉｌｅ

スーパーレスキュー

ダブリン

種別 出願番号

区分

特厚かまど釜

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.16 認定･付加情報
2006.03.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 意見書
2006.04.14 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.16 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.16 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定
2006.08.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品

01,19

【01】アルミン酸カルシウム，その他の酸化物，セメント急結剤，セメント混合剤，セメント硬 【中間記録情報】
化促進剤，セメント混和剤，モルタル・セメント・コンクリート用添加剤，コンクリート強化剤， ［審査］
2005.09.16 願書
コンクリート硬化遅延剤，コンクリートエアレーション用化学剤，コンクリート補修用の化学
剤，その他の化学剤，その他の化学品
2005.09.16 認定･付加情報
【19】けい石，石こう，その他の建築用又は構築用の非金属鉱物，シリカセメント，石灰くず 2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
セメント，ポルトランドセメント，石炭灰を混合したセメント，その他のセメント及びその製品 号)
2006.06.13 拒絶査定
【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，加熱器，冷凍機械器具，乾燥装置，換熱器，蒸煮 【中間記録情報】
装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，業務用加熱調理機械器具，太陽熱 ［審査］
2005.09.16 願書
利用温水器，家庭用電熱用品類，浴槽類，家庭用浄水器，洗浄機能付き便座
2005.09.16 認定･付加情報
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.12 拒絶査定

通常:
2005-087192
標準

通常:
2005-087272
標準

通常:
2005-087275
標準

通常:
2005-087307
標準

通常:
2005-087312
標準

通常:
2005-087334
標準

07
217

【07】圧縮機

Ｄｉｆｆｕｓｅｒ Ｐａｓｓａｇｅ Ｃｏｍｐｒｅ
通常 2005-087347
ｓｓｏｒ

※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】内視鏡

11
216

指定商品・役務

10
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 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)
2006.06.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

218

219

220

221

222

223

224

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】自動販売機，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.21 拒絶査定

12

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.19 意見書
2006.06.30 拒絶査定

19

【19】木材，竹材，防火木材，防腐木材

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2006.02.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

11

【11】ボイラー用燃料節約装置，ボイラー

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.10.03 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

09,20

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，配電用又は制御用の機械器 【中間記録情報】
具
［審査］
2005.09.07 願書
【20】木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，家具
2005.10.28 認定･付加情報
2006.03.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

17,19

【17】プラスチック基礎製品
【中間記録情報】
【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 ［審査］
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 2005.09.21 願書
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 2006.03.31 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))
構築用の専用材料，繊維性の落下防止網
2006.06.30 拒絶査定

ペイステーション＼ＰＡＹＳＴＡＴＩ
通常 2005-087369
ＯＮ

２世代ボデー

ＩＣランバー

ＢＷスーパー

保管上手

ＨＤ ２４／９６

メイプルホワイト

通常:
2005-087488
標準

通常:
2005-087506
標準

通常:
2005-087653
標準

通常:
2005-088073
標準

通常 2005-088275

通常:
2005-088300
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］
2005.09.21 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.15 意見書
2006.05.15 手続補足書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定

2008/3/12
55／66
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
17,19

通常:
2005-088301
標準

225

木目バーチ

226

通常:
Ｄｒ．Ｋｉｋｕｃｈｉ Ｓｔｒｅｓｓ Ｗａｔｃｈ
2005-088344
標準

10

09,42

227

ユビキタスプリンティング

通常:
2005-088647
標準

09,37,42

228

ＰＪ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｐａｃｋ＼プロジェ
通常 2005-088648
クタサポートパック

※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

【17】プラスチック基礎製品
【中間記録情報】
【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 ［審査］
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 2005.09.21 願書
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 2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
構築用の専用材料，繊維性の落下防止網
2006.06.30 拒絶査定
【10】医療用機械器具
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 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
【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
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.21 意見書
2006.06.02 拒絶査定
2006.06.28 手続補正書(方式)
2006.07.14 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人変更届

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.22 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)
2006.06.09 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,28,41

229

ラストエスコート

通常:
2005-088712
標準

09,35,38

230

§ワンセグ

通常 2005-088760

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
【16】文房具類，印刷物
【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
【09】携帯電話機及びその部品並びに付属品，その他の電気通信機械器具，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ロード可能な電話
着信メロディー，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【35】広告
【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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2005.10.19 手続補正書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定
2007.08.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.04 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

09,12,14,15,16,18,2 【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】
0,21,24,25,26,28,34 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］

231

ラリー・ジャパン

通常:
2005-088904
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。

記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），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
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2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（機械）２００６．０６.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

09,12,14,15,16,18,2 【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】
0,21,24,25,26,28,34 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］

232

ＲＡＬＬＹ ＪＡＰＡＮ

記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），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
【09】眼鏡

2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

11

【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，加熱器，冷凍機械器具，乾燥装置，換熱器，蒸煮
装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，業務用加熱調理機械器具，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，洗浄機能付き便座

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

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，電動三輪車並びにその部品及び附属品，車い ［審査］
す，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，タ 2005.09.26 願書
2005.09.26 認定･付加情報
イヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片，乗物用盗難警報器
2005.10.14 優先権証明請求書
2005.11.11 優先権証明請求書
2005.11.17 優先権証明請求書
2006.04.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.30 手続補正書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.05.30 意見書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.06.08 拒絶査定
2006.07.05 手続補足書
2007.11.08 登録料納付
［登録］
2007.11.08 登録査定書
2007.11.08 設定納付書
2007.12.04 登録証

通常 2005-088905

09
233

234

235

トウカコウサイテキセッケイ＼透
通常 2005-088982
過光最適設計

汚れんコーティング

ＳＸ４

通常:
2005-089058
標準

通常 2005-089239

※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］
2005.09.22 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.26 意見書
2006.06.16 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

236

237

238

239

240

241

242

243

商標（見本）

商標

カラッとフライ

体康健

ファインカッター

無漏電除電器＼ノーリークー
ＮＯ ＬＥＡＫ

ｅＤＳＰ

ビックブラウン

ＯＬブラウン

サービス・サイエンス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】家庭用電熱用品類

10

【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 【中間記録情報】
［審査］
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
2005.09.26 願書
2006.03.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

07

【07】切断機用切断刃

07

【07】静電気除去装置

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械 【中間記録情報】
［審査］
器具，電子応用機械器具及びその部品
2005.09.28 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)
2006.06.23 拒絶査定

09

【09】コンタクトレンズ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2006.03.17 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))
2006.06.30 拒絶査定

09

【09】コンタクトレンズ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

09,16,41

【09】電子出版物
【16】印刷物
【41】知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

通常:
2005-089294
標準

通常:
2005-089378
標準

通常:
2005-089702
標準

通常 2005-089780

通常:
2005-090527
標準

通常 2005-090582

通常 2005-090585

通常:
2005-090587
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］
2005.09.26 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 意見書
2006.06.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2005.11.16 手続補正書(方式)
2005.12.22 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.09.27 認定･付加情報
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 拒絶査定

2008/3/12
59／66

３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42

244

Ｅｘトランプゲームズ

通常:
2005-090826
標準

09,16,35,36,41,42

245

マネーコーチング

通常:
2005-091102
標準

11
246

ＩＺ－ｅ

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
【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
【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
【16】紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物
【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，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，輸出入に関する事務の代
理又は代行，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・
タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者
の受付及び案内，広告用具の貸与，求人情報の提供
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，金融
先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権
若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状に関
する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，有価証券の売買・有価証券指数等
先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価
証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次
ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び
有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，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，損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受
け，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，企業の信用に関する調査，税務相談，税務代理
【41】セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制作，教育・文化・娯楽・
【11】ハロゲンランプ，その他の電球類及び照明用器具

通常:
2005-091452
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］
2005.09.29 願書
2005.09.29 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)
2006.06.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.10.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2005.10.27 手続補正書(方式)
2005.11.25 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))
2006.06.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.09.30 認定･付加情報
2006.03.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.28 拒絶査定

2008/3/12
60／66

３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

247

248

249

250

商標（見本）

商標

迷子札専門店

アドレスリング

タイミング＼ＴＩＭＩＮＧ

ＮＥＴＫ２

種別 出願番号

区分

かんたんナビ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.10.17 認定･付加情報
2006.03.31 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))
2006.06.30 拒絶査定

06

【06】金属製ネームプレート

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.10.17 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

07

【07】動力伝導装置（陸上の乗物用のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 拒絶査定

09,41,42

【09】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－Ｒ
ＯＭ，レコード，メトロノーム，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，ダウンロード可能な音楽・歌詞及び画像，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】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，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，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，電子計
算機端末による通信を用いた音楽・画像の提供，通信回線を使用するカラオケ演奏の提
供，音楽・画像・映像のマスターテープ・ディスクの製作・編集，音響用又は映像用のスタジ
オの提供，娯楽施設の提供，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
【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
【09】携帯用通信機械器具，携帯電話端末用ストラップ，カーナビゲーション装置及びその
部品，その他の電気通信機械器具，電子計算機端末装置，電子計算機端末による通信を
通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム，移動体電話による
通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用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，携帯情報端末，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端
末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する
印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒
体，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の
写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ
等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，ダウンロード可能な電子出版
物，ダウンロード可能な画像（動画・静止画を含む）・音楽・音声，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，カメラその他の写真機械器具
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，移動体電話・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，無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，移動体電話・
電子計算機端末による無線ＬＡＮへの接続の提供，電子メールその他の電子計算機端末
による通信，電子掲示板通信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・
音声・画像・データの伝送交換，その他の電気通信（放送を除く。），電話機・ファクシミリそ
の他の通信機器の貸与，インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送
る放送，インターネットによる音声その他の音響を送る放送
【45】通信端末による通信網を介した人の位置情報の提供，通信端末による通信網を介し
た人の所在位置に関する地図情報及び周辺の地図情報の提供，通信端末による通信網
を介した店舗・銀行・郵便局・デパート・ホテル・飲食店・スポーツ施設・娯楽施設・病院・学

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.04.21 手続補正書
2006.04.21 意見書
2006.04.21 手続補足書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定
2006.06.23 出願取下書

通常 2005-091679

通常 2005-091680

通常 2005-091921

通常:
2005-092023
標準

通常 2005-092178

※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】迷子札

09,38,45

251

指定商品・役務

06
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 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)
2006.03.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.13 拒絶査定
2006.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

252

253

254

255

256

257

商標（見本）

商標

ｉＲＥＣＥＩＶＥＲ

ＥＫウォール

ＨＤＤＣＡＭ

ディスクカム＼ＤＩＳＫＣＡＭ

ＭＥＭＯＲＹＣＡＭ

ディスクカム＼ＤＩＳＣＣＡＭ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】ラジオ受信機，拡声機械器具，録音機械器具，アンテナ，コイル，スピーカー，アクティ 【中間記録情報】
［審査］
ブラウドスピーカー，アンプ内臓スピーカー，スピーカー一体型コンパクトオーディオ機器
2005.09.20 願書
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2006.01.23 上申書
2006.01.27 通知書(却下処分前通知)
2006.02.20 認定･付加情報
2006.02.20 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

19

【19】石材

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.10.12 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，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，電気アイロン，電気
式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 代理人辞任届
2006.04.21 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，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，電気アイロン，電気
式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 代理人辞任届
2006.04.21 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，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，電気アイロン，電気
式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 代理人辞任届
2006.04.21 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，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，電気アイロン，電気
式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 代理人辞任届
2006.04.21 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定

通常 2005-092205

通常:
2005-092260
標準

通常:
2005-092326
標準

通常 2005-092327

通常:
2005-092328
標準

通常 2005-092330

※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
09,16,42

258

ユビキタスナースコール

通常:
2005-092541
標準

08
259

伝統手造り

ＤＵＯＳＩＬＶＥＲ

通常:
2005-093324
標準

09,41,42
261

Ｌａｎｇｕａｇｅ Ｍａｔｅ

通常:
2005-093629
標準

12,20,25

262

脳を守る

通常:
2005-093959
標準

12,20,25

263

脳・心を守る

通常:
2005-093963
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］
2005.10.04 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)
2006.06.13 拒絶査定

【06】チタニウム銀合金地金，チタニウム銀合金の鋳物、はく、粉及び展伸材，インジウム
銀合金，カドミウム銀合金，クローム銀合金，ゲルマニウム銀合金，コバルト銀合金，ジル
コニウム銀合金，タングステン銀合金，タンタル銀合金，ニオブ銀合金，バナジウム銀合
金，ハフニウム銀合金，ベリリウム銀合金，マンガン銀合金，モリブデン銀合金
【14】銀合金地金，銀合金の鋳物、はく、粉及び展伸材，銀白金合金地金，銀白金合金の
鋳物、はく、粉及び展伸材，銀イリジウム合金，銀オスミウム合金，銀パラジウム合金，銀
ルテニウム合金，銀ロジウム合金，銀合金製イヤリング，銀合金製カフスボタン，銀合金製
き章，銀合金製バックル，銀合金製バッジ，銀合金製ボンネットピン，銀合金製ネクタイ止
め，銀合金製ネクタイピン，銀合金製ネックレス，銀合金製宝石ブローチ，銀合金製メダ
ル，銀合金製指輪，銀合金製ロケット，銀合金製記念カップ，銀合金製記念たて，銀合金製
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，ダウンロード可能な画像，ダ
ウンロード可能な映像，ダウンロード可能な音楽，電子出版物
【41】オンラインによる電子書籍・音楽・画像・映像の提供
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 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］
2005.10.07 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.12 拒絶査定

通常 2005-093322

06,14

260

指定商品・役務
【09】ナースコールに関する電気通信機械器具，ナースコールに関する電子応用機械器具
及びその部品
【16】紙類，紙製包装用容器，印刷物
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，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，電気に関する試験又は研究，計測器の貸与，電子
計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸
【08】こて
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 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)
2006.06.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2005.10.06 認定･付加情報
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.12 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
12,20,25

264

脳と心を守る

266

267

ＨＤＶＲ

スーパースリム

１個ねじ

06

【06】金属製軒裏換気口

06,20

【06】金属製金具
【20】金属代用のプラスチック製締め金具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.30 意見書
2006.06.23 拒絶査定
2007.10.22 登録料納付
2007.12.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.03 登録査定書
2007.10.22 設定納付書
2007.11.06 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-093964
標準

優先:
2005-094267
標準

通常:
2005-095459
標準

通常:
2005-095999
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］
2005.10.07 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.12 拒絶査定

09

265

指定商品・役務
【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
【09】測定機械器具，データ収集用・記憶再生用・伝送用・記録用の電気通信機械器具，そ
の他の電気通信機械器具，二次元画像データ・三次元静止画像データ・三次元動画デー
タ・その他のデータ制作・改変・視覚化・処理・伝送・蓄積・保存用の電子計算機用プログラ
ム，イメージ（画像）記録用・圧縮用の電子計算機用プログラム，二次元画像データ・三次
元静止画像データ・三次元動画データ・その他のデータ制作・改変・視覚化・処理・伝送・蓄
積・保存・複写・分析・解析用のデータ処理装置，サーバーコンピュータ・ワークステーショ
ン・マイクロプロセッサー・半導体素子・電子計算機用集積回路基盤，二次元画像データ・
三次元静止画像データ・三次元動画データ・その他のデータ制作・改変・視覚化・処理・伝
送・蓄積・保存用のネットワーク用の電子応用機械器具及び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
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.11.30 優先権証明書提出書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
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))
2006.05.15 手続補正書
2006.05.15 意見書
2006.05.16 手続補足書
2006.06.12 認定･付加情報
2006.06.19 拒絶査定
2006.09.19 手続補正書
2006.11.29 手続補正書
2006.11.29 手続補正書
2008.01.23 登録料納付
［登録］
2008.01.07 登録査定書
2008.01.23 設定納付書
2008.02.19 登録証
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

268

269

商標（見本）

商標

連接軌道

Ｅｘダウト

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

06,19,37,42

区分

【06】鉄道用金属材料，鉄道用まくら木の金属製部品及び付属品，鉄道用軌道の建築用又
は構築用の金属製専用材料
【19】鉄道用コンクリート製まくら木，鉄道用まくら木（金属製のものを除く。），鉄道用軌道用
コンクリート製ブロック，コンクリート製鉄道用軌道敷設材，鉄道用線路（路盤・道床・枕木
及びレールを含む）を構成するコンクリート製材料，鉄道用線路を構成する建造物組立セッ
ト（金属製のものを除く。），鉄道用線路を構成する建築用陶磁製材料・れんが及び耐火
物，鉄道用線路を構成する建築用リノリューム製材料，鉄道用線路を構成する建築用プラ
スチック製材料，鉄道用線路を構成する建築用合成材料，鉄道用線路を構成する建築用
ゴム製材料，鉄道用軌道用セメント製品，鉄道用軌道用木材，鉄道用軌道用石材
【37】鉄道用軌道の敷設工事，鉄道用軌道の敷設工事に関する助言，鉄道用軌道の保守
工事
【42】鉄道用線路（路盤・道床・枕木及びレールを含む）の設計，鉄道用機械・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，鉄道用線
路（路盤・道床・枕木及びレールを含む）に関する試験又は研究，鉄道用機械器具に関す
る試験又は研究

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2005.10.18 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.17 手続補正書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.17 意見書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定
2006.09.11 手続補正書
2006.09.11 手続補足書
2006.12.13 手続補正書
2006.12.13 手続補足書
2007.03.01 手続補正書
2007.03.01 手続補足書
2007.11.20 登録料納付
［登録］
2007.11.14 登録査定書
2007.11.20 設定納付書
2007.12.18 登録証

09,38,41,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，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
【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］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.30 拒絶査定

通常 2005-097149

通常:
2005-098580
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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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42

270

Ｅｘベースボール

通常:
2005-098581
標準

09,38,41,42

271

Ｅｘドッジボール

通常:
2005-098582
標準

09,26,41

272

デコ電

通常 2005-099539

※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
【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
【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
【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
【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
【09】携帯電話本体及び充電池への装飾品
【26】ビーズ・プラスティック樹脂等からなる携帯電話専用の装飾品
【41】携帯電話の装飾に関する専門学校における教育，携帯電話の装飾に関するセミナー
の企画運営開催，携帯電話の装飾に関するコンテストの手配，携帯電話の装飾に関する
会員制による教育・娯楽の提供，携帯電話の装飾に関する通信教育による知識の教授，
携帯電話の装飾に関する実地教育，携帯電話の装飾に関する研修会の手配及び開催，
携帯電話の装飾に関する録画済記録媒体の制作・複製及び貸与，携帯電話の装飾に関
する知識又は技芸の教授，携帯電話の装飾に関する個人に対する知識又は技芸の教授，
携帯電話の装飾に関する図書及び記録の供覧

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.30 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2006.02.06 刊行物等提出書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.10 刊行物等提出による通知書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定
2007.10.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（機械）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,09,17,37,45

273

ウォーターガード

通常:
2005-106136
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】防火扉，扉，扉とっ手，扉のへいそく装置，シャッター，その他の建築用又は構築用の
金属製専用材料，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。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽類，金属製輸送
用コンテナ，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のきゃたつ及
びはしご，金属製帽子掛けかぎ，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，金属製立て看板
【09】自動消火装置，スプリンクラー消火装置，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，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，防火被服，防じんマスク，救
命用具，事故防護用手袋，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，配電用
又は制御用の機械器具，測定機械器具，防犯監視装置，電動式扉自動開閉装置，写真機
械器具，光学機械器具
【17】消防用ホース，オイルフェンス，散水式防火幕，石綿製防火幕，その他の防火幕，ガ
スケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），パッキング，電気絶縁材料，化学繊維（織物用
のものを除く。），石綿，石綿製フェルト，絶縁手袋，石綿網
【37】防火工事，防火設備工事，防火・防煙・排煙設備機器の設置工事，機械器具設置工
事，管工事，電気工事，電気通信工事，その他の建設工事，建設工事に関する助言，建築
設備の運転・点検・整備，自動消火装置の修理又は保守，スプリンクラー消火装置の修理
又は保守，散水式防火幕の修理又は保守，石綿製防火幕の修理又は保守，その他の防
火幕の修理又は保守，消火設備の修理又は保守，火災報知機の修理又は保守，防犯警
報設備の修理又は保守，防犯監視装置の修理又は保守浄水装置の修理又は保守，電気
通信機械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，電子応
用機械器具及びその部品の修理又は保守
【45】火災報知機の貸与，消火器の貸与，スプリンクラー消火装置の貸与，散水式防火幕
の貸与，石綿製防火幕の貸与，その他の防火幕の貸与，防犯警報機器の貸与，火災・ガ
ス漏れ・急病・住居侵入等の緊急事態発生時における携帯端末への通報，施設の警備に

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 意見書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶査定

