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No.

商標（見本）

1

商標

予防医学研究所

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

01,03,05,09,10,11,1
6,18,20,21,22,24,26,
28,29,30,31,32,33,3
6,41,42

【01】化学品，植物成長調整剤類，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），高
級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，原料プラスチック，パルプ，工業用粉類，肥料，写真材
料，試験紙，人工甘味料，陶磁器用釉薬
【03】せっけん類，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる
食品香料，薫料，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接
着剤，歯磨，研磨紙，研磨布
【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，包帯，衛生マスク，オブラート，ガー
ゼ，カプセル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生
理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，絆創膏，包帯
液，防虫紙
【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，電子応用機械器具
及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，遊園地用機械器具，回転変流機，調相
機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，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，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，盗難警報
器，安全用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライ
ター，抵抗線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウ
ント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ガソリンステーション用装置，自動販売
機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機
械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタン
プ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシ
ン，ウエットベルト，ウエットスーツ，浮き袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，
家庭用テレビゲームおもちゃ，メトロノーム
【10】医療用機械器具，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
【19】墓用石材，灯ろう，墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），石製彫刻

通常:
1998-065500
標準

19

2

須藤石材株式会社

通常:
2002-050386
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］
1998.07.31 願書
1998.08.28 出願番号通知
1999.08.20 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
1999.08.20 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
1999.09.27 手続補正書
1999.11.19 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
1999.11.19 補正の却下の決定
1999.12.28 手続補正書
1999.12.28 意見書
2000.11.02 手続補正書
2000.12.15 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))
2001.01.23 意見書
2001.01.23 代理人受任届
2003.08.19 代理人辞任届
2005.09.03 伺い書
2005.10.21 伺い回答書
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2002.06.18 願書
2002.06.19 認定･付加情報
2003.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2003.04.08 意見書
2003.04.08 認定･付加情報
2003.04.09 手続補足書
2003.05.21 認定･付加情報
2003.09.19 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))
2003.10.23 意見書
2003.10.23 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定
2006.09.28 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）

3

4

商標

創聖のアクエリオン

§Ｍ３

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】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， 【中間記録情報】
［審査］
その他のレコード，映写フィルム，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビデオ
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音楽，ダウン 2003.11.19 願書
ロード可能な電子出版物
2003.11.19 認定･付加情報
【16】書籍
2004.05.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【41】放送番組の制作，映写フィルムの貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テー 条1項11号を除く))
プの貸与，録画済み磁気テープの貸与，オンラインによる画像・映像の提供，オンラインに 2004.06.30 意見書
2004.06.30 手続補足書
よる音楽の提供
2004.06.30 代理人受任届
2004.07.16 認定･付加情報
2004.07.28 認定･付加情報
2004.10.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.02.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.03.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.04 拒絶査定
2006.08.01 手続補正書
2006.10.11 手続補正書(方式)
2006.10.11 手続補正書(方式)
2006.10.12 手続補足書
2007.04.02 登録料納付
2007.07.23 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］
2007.03.20 登録査定書
2007.04.02 設定納付書
2007.05.18 却下理由通知書(設定)
2007.07.23 設定納付書
2007.08.14 登録証
2007.08.17 手続却下の処分(設定)

08

【08】手動利器

通常:
2003-102744
標準

通常 2004-058651

※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

09,16,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2004.06.11 願書
2004.07.21 認定･付加情報
2005.01.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.03.14 手続補正書
2005.04.14 期間延長請求書
2006.07.28 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

06,09,14,16,18,20,2 【06】金属製金具，金属製貯金箱，金属製のネームプレート及び標札，金属製のタオル用 【中間記録情報】
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，金属製 ［審査］
1,24,25,28,34,41

5

ＳＨＵＦＦＬＥ！ シャッフル！

通常 2004-065462

09,15,41

6

歌いホーダイ

通常:
2004-069784
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

彫刻，金属製のバックル
2004.07.14 願書
【09】電気通信機械器具，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 2004.07.20 職権訂正履歴(職権訂正)
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・磁気テープ・磁気ディスク・ 2004.07.21 職権訂正履歴(職権訂正)
光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ・デジタ 2004.07.30 職権訂正通知書(職権訂正)
ルバーサタイルディスク－ＲＡＭ，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 2004.08.06 職権訂正通知書(職権訂正)
ログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲーム機，業務用テレ 2005.03.02 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.03.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ・デジタル 号)
バーサタイルディスク－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 2005.04.11 上申書
グラム，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ゲームプログラム 2005.05.13 上申書
2005.06.20 上申書
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・ＣＤ－Ｒ
ＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＡＭ，ダウ 2005.08.05 手続補正書
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，携帯用液晶画面ゲー 2005.08.05 意見書
ムおもちゃ（送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。）用のゲームプログラ 2005.08.10 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
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，ダウン 2005.08.10 手続補正指示書(審査官)
2005.08.10 手続補足書
ロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ（送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームお
もちゃを含む。）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 2005.09.07 認定･付加情報
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 2005.09.20 手続補正書
2005.09.20 意見書
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
2006.07.26 拒絶査定
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，電子出版物の映像を記
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・ＣＤ－ＲＯＭ， 2006.09.22 手続補正書
オゾン発生器，電解槽，ロケット，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の 2006.10.26 手続補正書(方式)
機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器 2006.10.31 手続補足書
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， 2007.01.29 手続補足書
運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，電気アイロン，電気式 2007.08.03 手続補正書
【14】貴金属，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し 2007.10.05 登録料納付
【16】紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製 2008.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.10.05 設定納付書
2007.10.30 登録証
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2004.07.28 願書
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2005.03.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
2005.04.28 手続補正書
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告 2005.04.28 手続補足書
2005.04.28 意見書
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ 2005.06.01 認定･付加情報
2005.10.21 手続補正指示書(審査官)
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
2005.11.28 上申書
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
2006.07.07 拒絶査定
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，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マ 2006.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 2006.10.10 手続補正書
2006.10.11 手続補足書
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
2007.04.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
2007.04.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
レーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路
及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ダウンロード可能な音楽，ダウン
ロード可能な画像（動画を含む），ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞，ダウ
ンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム，ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム
おもちゃ用プログラム
【15】調律機，電気又は電子楽器用アンプ，その他の楽器，電気又は電子楽器用エフェク
ター，その他の演奏補助品，音さ，電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装
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7

8

商標

ＴＯＰ ＮＯＴＣＨ

比較 検索

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【10】脊椎インプラント，手術用機械器具

09,35,38,41,42

【09】企業内の文書検索用コンピュータプログラムを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ及びその他の 【中間記録情報】
記録媒体，企業内の文書の検索用のダウンロード可能なコンピュータプログラム，電気通 ［審査］
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，コンピュータプログラムを記録させた電子 2004.09.10 願書
回路・磁気ディスク及び磁気テープ，業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電 2005.04.04 拒絶理由通知書(その他(第4条1項11号を
除く))
子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気
テープ，家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディス 2005.04.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気テープ，その他の家庭 条1項11号を除く))
用テレビゲームおもちゃ，ネットワークサーバ・ホストコンピュータ・顧客の装置へのアクセス 2005.04.05 出願人名義変更届
及びこれらとの通信を容易にするためのコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，電 2005.05.16 手続補正書
2005.05.16 意見書
気通信ネットワークに対するアクセス時の身分照合装置，電気通信用交換接続・アクセス
装置，複数のユーザーによる遠隔地にあるコンピュータ上のアプリケーションプログラムへ 2005.05.18 認定･付加情報
のアクセスを可能にするためのコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディ 2005.05.23 通知書(再提出通知)
2005.05.23 通知書(再提出通知)
スク・磁気テープ・その他の記録媒体，インターネット接続用コンピュータプログラムを記憶
させた記録媒体，インタラクティブマルチメディアビデオゲーム用プログラムを記憶させた記 2005.05.31 手続補正書
録媒体，オンライン広告の創設及び管理並びに顧客プロフィールの創設及び開発において 2005.05.31 意見書
2005.06.06 手続補正指令書(中間書類)
使用される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
の他の記録媒体，コンピュータネットワークにおけるセキュリティのための電子計算機用プ 2005.06.06 手続補正指令書(中間書類)
ログラムを記憶させた記録媒体，コンピュータ用のインターネットを利用するゲームプログラ 2005.07.06 代理人受任届
2005.07.06 手続補足書
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，コンピュータに
2005.07.06 代理人選任届
よって読み出されるプログラム又はデータを記録した記録媒体，システム管理用のコン
2005.08.05 認定･付加情報
ピュータプログラムを記憶させた記録媒体，データベースの管理・処理・統合・操作に使用
2005.08.05 認定･付加情報
するコンピュータプログラムを記録させた記録媒体，データの記憶・処理・検索に使用する
コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体
2005.08.05 認定･付加情報
【35】コンピュータシステムの操作に関する運行管理，コンピュータによるファイルの管理，コ 2005.09.06 認定･付加情報
ンピュータに関する一般事務の代行，電子計算機のプログラムを用いたデータの検索事務 2005.09.06 認定･付加情報
2005.10.24 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
の代行，コンピュータを用いて行なう機械・器具・設備等の設計・製図のためのデータ入力
に関する事務の代行，コンピュータ技術者の斡旋，コンピュータ通信による企業の概要情報 2006.07.03 拒絶査定

通常:
2004-073571
標準

通常 2004-083813

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

中間記録

10
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【中間記録情報】
［審査］
2004.08.09 願書
2004.08.09 認定･付加情報
2005.03.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.13 期間延長請求書
2005.06.13 認定･付加情報
2006.01.13 物件提出命令書(審査部)
2006.07.13 拒絶査定
2006.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/4/7
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

9

10

商標

ＴＣＰ

ネットショップ・オーナー

種別 出願番号

区分

【07】半導体製造用のエッチング装置

09,36,41,42

【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロッ
トマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及
びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデ
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
【36】インターネット上の商品の販売又は役務の提供に関する料金の徴収の代行，電子マ
ネー利用者に代わってする支払い代金の決済，通信回線を利用した商取引決済手続きの
代行，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資
金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券
の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両
替，金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は
地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用
状に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴
収の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外
国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション
取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証
券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取
次ぎ又は代理，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
【01】化学品，植物成長調整剤類，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），高
級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，原料プラスチック，パルプ，工業用粉類，肥料，写真材
料，試験紙，人工甘味料，陶磁器用釉薬
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
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。），セメント及
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，建具（金属製のものを除く。），鉱物性基礎材料，
セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。）

通常:
2004-090326
標準

通常:
2004-101970
標準

01,19

11

アモルファスコート

指定商品・役務

07

通常:
2004-106867
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］
2004.10.01 願書
2005.05.16 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2005.08.17 手続補正書
2005.09.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.12 手続補正書
2005.12.12 上申書
2006.01.11 上申書
2006.02.13 手続補正書
2006.02.13 意見書
2006.02.13 手続補足書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶査定
2006.09.28 手続補足書
2006.12.05 手続補正書
2006.12.05 手続補足書
2006.12.05 手続補正書
2007.08.29 登録料納付
［登録］
2007.08.13 登録査定書
2007.08.29 設定納付書
2007.09.18 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2004.11.08 願書
2005.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.07.25 手続補正書
2005.07.25 意見書
2006.07.07 拒絶査定
2006.09.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.22 願書
2004.11.22 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))
2006.04.04 手続補正書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.04.04 認定･付加情報
2006.04.04 意見書
2006.07.28 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０７.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】映写フィルム・スライドフィルム・録画済みコンパクトディスク・ミニディスク・ＤＶＤ及びビ
デオＣＤその他の記録媒体，電子出版物，音楽等を録音済みのコンパクトディスク・電子回
路・ＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ，運動技能訓練用シミュ
レーター，携帯用液晶画面を利用したトレーニング用のコンピュータープログラムを記憶さ
せた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，業務用テレビゲーム機，理化学機械器
具，コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及びＣＤ
－ＲＯＭその他の記録媒体，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，測定
機械器具，オゾン発生器，家庭用テレビゲーム機，自動販売機，救命用具，眼鏡
【16】紙類，紙製包装用容器，書画，写真，写真・ポスター・印刷物等を貼り付けて使用する
紙製の立て看板及び展示用パネルボード，印刷物，録音若しくは録画済みのコンパクト
ディスク・ミニディスク・ＤＶＤその他の記録媒体を付録とするマニュアル・書籍・楽譜・歌集
又は写真集
【41】ヨガ・健康法・ダイエット法・トレーニング・ストレッチ・技芸・スポーツ・体操・健康増進の
ための身体運動・姿勢若しくは歩き方を含めた動作に関する知識の教授又はこれらに関す
る情報の提供，気功法の教授，能力開発法の教授，ヨガ・健康法・ダイエット法・トレーニン
グ・ストレッチ・技芸・スポーツ・体操・能力開発・健康増進のための身体運動・姿勢若しくは
歩き方を含めた動作に関する講演会・セミナー・シンポジウム・研究会の企画・運営又は開
催，ヨガ・健康法・ダイエット・トレーニング・ストレッチ・スポーツ・体操・能力開発・健康増進
のための身体運動・姿勢及び歩き方を含めた動作を実践するための運動施設の提供又は
これに関する情報の提供，ヨガの興行の企画・運営又は開催，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。），教育・文化・娯楽
若しくはヨガ・健康法・ダイエット法・技芸・スポーツ・トレーニング・ストレッチ・スポーツ・体
操・能力開発・健康増進のための身体運動・姿勢及び歩き方を含めた動作についての知識
【09】サングラス，その他の眼鏡
【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
殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.17 願書
2005.05.13 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.07.04 手続補正書
2006.03.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.07.07 拒絶査定

09

【09】オートバイ用ヘルメットのフェイスマスク，運動用保護ヘルメットのフェイスマスク

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.31 願書
2005.02.01 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 意見書
2006.07.07 拒絶査定

12

【12】自動車のテールランプ用レンズ

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.31 手続補正書
2005.01.31 願書
2005.02.02 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 意見書
2006.07.07 拒絶査定

09,16,41,44

12

細胞呼吸法

通常 2004-109468

09,25
13

14

15

モンクレアー＼Ｍｏｎｔｃｌａｉｒ

立体商標

立体商標

通常 2004-118152

通常:
2005-007375
立体

通常:
2005-007376
立体

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2004.12.27 願書
2005.05.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.29 意見書
2006.07.21 拒絶査定
2008.02.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/4/7
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,11

16

カモミール＆ラベンダー

通常:
2005-008130
標準

19
17

18

19

20

堺南蛮土

セレクトカラー

スキミングガード

ＨＤＤロック

通常:
2005-014643
標準

指定商品・役務

07

【07】印刷用又は製本用の機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.23 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 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］
2005.02.23 願書
2005.03.02 認定･付加情報
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.07 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，電線及びケーブル，家庭用テ 【中間記録情報】
［審査］
レビゲームおもちゃ
2005.02.25 願書
2005.02.25 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.08 意見書
2005.11.08 認定･付加情報
2005.11.08 手続補足書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定

通常:
2005-015243
標準

通常:
2005-015404
標準

通常:
2005-016176
標準

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

中間記録

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2005.02.02 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，身体用防臭
2005.06.29 刊行物等提出書
剤，身体用消臭剤，その他の化粧品，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香剤（身体
用のものを除く。），その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙， 2005.08.02 認定･付加情報
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.08.09 刊行物等提出による通知書
【05】消臭剤（身体用のもの及び工業用のものを除く。），芳香消臭剤（身体用のもの及び工 2005.08.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
業用のものを除く。），防臭剤（身体用のもの及び工業用のものを除く。），脱臭剤（工業用
のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル， 項16号)
2006.06.08 意見書
眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，おりもの専用
シート，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失 2006.07.04 拒絶査定
禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食
品，食餌療法用飲料
【11】家庭用電気式または電池式芳香器，家庭用電気式または電池式消臭器，家庭用電
気式または電池式芳香消臭器，家庭用電気式または電池式脱臭器，便所ユニット，浴室
ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，牛乳殺菌機，工
業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥
機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用加熱調理機械器具，業務
用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制御弁，パイプライン用栓，
汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄水装置，電球類及び照明
用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，ガス湯沸かし器，
加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽類，あんどん，
【19】陶土
【中間記録情報】
［審査］
2005.02.22 願書
2005.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 拒絶査定
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No.

21

22

23

商標（見本）

商標

デッキピン

バックライトスキャン

かんたん

種別 出願番号

区分

Ｓｅｃｕｒｅ Ｌｏｇｏｎ

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.28 願書
2005.02.28 認定･付加情報
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 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］
2005.02.28 願書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

09

【09】渦流探傷器

通常 2005-016616

通常:
2005-016620
標準

通常:
2005-016723
標準

通常 2005-018228

09

25

ＣＡＲＮＡＶＩ ＢＯＸ＼カーナビ
ボックス

通常 2005-019862

※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】金属製金具

09

24

指定商品・役務

06

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.28 願書
2005.06.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.04 拒絶査定
2006.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2005.03.03 願書
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
2005.03.14 認定･付加情報
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
2005.10.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告 2005.12.05 意見書
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
2005.12.05 手続補足書
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ 2006.01.10 認定･付加情報
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
2006.07.11 拒絶査定
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
計算機用プログラム，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－ＲＯ
【09】車載用の全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機，ＧＰＳ受信用アンテナと該ＧＰＳ受信用 【中間記録情報】
アンテナにより受信した信号によりナビゲーションを行うプログラムを備える車載用の電子 ［審査］
2005.03.08 願書
計算機，ＧＰＳ受信用アンテナを備える車載用のナビゲーション装置，携帯電話とＧＰＳ受
信用アンテナにより受信した信号によりナビゲーションを行うプログラムを備える車載用の 2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
電子計算機との間のデータ通信用ケーブル
2005.11.15 意見書
2005.12.20 手続補正書
2005.12.20 手続補足書
2005.12.20 上申書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
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No.

26

27

28

29

30

31

商標（見本）

商標

ＨＯＭＥ ＴＥＳＴ ＫＩＴＳ＼ホー
ムテストキット

ｉＢｌｏｗｅｒ

ｃｍｓＬｉｎｋ

ＲＣ

お経が流れるろうそく

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【10】診断用機械器具
【44】医療情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.09 願書
2005.03.09 認定･付加情報
2005.10.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.03 拒絶査定

07,09

【07】工業用静電気除去装置，イオンを含む空気の送風機
【09】イオン発生器，イオン測定器

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.09 願書
2005.03.09 認定･付加情報
2005.05.24 優先権証明請求書
2005.10.25 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))
2006.07.04 拒絶査定

09

【09】コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，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

07

【07】自動車用エンジンの排気管，消音器

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.14 願書
2005.10.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.04 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.03.16 願書
2005.03.16 認定･付加情報
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

13

【13】般若心経自動再生装置付ろうそく（単にろうそくに般若心経を記入又は印刷したもの
を除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.04 願書
2005.04.08 手続補正指令書(出願)
2005.05.02 手続補正書
2005.07.01 手続補正指令書(中間書類)
2005.07.20 認定･付加情報
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.18 願書
2005.10.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.04 拒絶査定

通常 2005-020130

通常:
2005-020144
標準

通常:
2005-021866
標準

通常:
2005-022840
標準

通常:
2005-023762
標準

ＡＵＴＯＳＣＡＮ＼オートスキャン 通常 2005-023857

※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

10,44
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

32

19

19

【19】合成樹脂製管，その他の合成樹脂製の建築用又は構築用の専用材料

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.23 願書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定

マルチサークルディスプレイ＼
通常 2005-025193
Ｍｕｌｔｉ Ｃｉｒｃｌｅ Ｄｉｓｐｌａｙ

34

35

ｐｏｗｄｅｒｗｈｉｔｅ

角型Ｕ字溝ダブル

Ｕ－ダブル

通常 2005-025227

通常:
2005-025325
標準

通常:
2005-025326
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］
2005.03.23 願書
2005.10.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.21 意見書
2005.11.21 代理人受任届
2005.11.21 代理人受任届
2005.11.24 認定･付加情報
2005.11.24 認定･付加情報
2005.11.24 認定･付加情報
2006.07.27 拒絶査定
2007.08.07 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］
2007.07.19 登録査定書
2007.08.07 設定納付書
2007.09.04 登録証

09

33

指定商品・役務
【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾ
ン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレ
コーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付け
チェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救
命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガ
ス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三
角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動
式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレー
ター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配
電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及び
ケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子計
算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード等の記録媒体その他の
電子応用機械器具及びその部品，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コン
ピュータプログラム，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，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム，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，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，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，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映像，ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電
【09】普通眼鏡，コンタクトレンズ，運動用ゴーグル，サングラス，水中マスク，水中眼鏡，鼻
眼鏡，防じん眼鏡，コンタクトレンズ用容器，つる，鼻眼鏡のマウント，鼻眼鏡用鎖，鼻眼鏡
用ひも，眼鏡ケース，眼鏡ふき，レンズ，枠，紫外線透過ガラス，赤外線吸収ガラス，レンズ
用ガラス，耳栓，アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵
器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算
機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステ
ム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガ
ソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火
ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保
安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の
道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転
技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械
器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回
転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘ
アカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵
抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じん
マスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，
ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，
レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子
回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウン
【19】Ｕ字溝
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【中間記録情報】
［審査］
2005.03.23 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.23 願書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

36

37

38

39

商標（見本）

商標

ケータイサウンドメーカー

種別 出願番号

区分

09

【09】金銭登録機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，配電用又は制御用の機
械器具，電池，電線及びケーブル，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，太陽光発電装置，発電用太陽電池モ
ジュール

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.31 願書
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.27 意見書
2006.07.04 拒絶査定

09

【09】金銭登録機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，配電用又は制御用の機
械器具，電池，電線及びケーブル，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，太陽光発電装置，発電用太陽電池モ
ジュール

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.31 願書
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.27 意見書
2006.07.04 拒絶査定

09,41

【09】ダウンロード可能な電子出版物（定期的に発行されるものを除く。），電子出版物（定 【中間記録情報】
期的に発行されるものを除く。）
［審査］
【41】電子計算機端末・移動体電話又は電話による通信を用いて行なうキャラクター等の静 2005.04.01 願書
止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供，書籍の制作，映画・演 2005.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.07.03 拒絶査定
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，映画の上映・制作
又は配給に関する情報の提供，放送番組の制作，映写フィルムの貸与，映写フィルムの貸
与に関する情報の提供，ネガフィルムの貸与，ネガフィルムの貸与に関する情報の提供，
ポジフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与に関する情報の提供，書画の貸与
【07】風呂残り湯を洗濯機へ給水する家庭用小型ポンプ。
【中間記録情報】
［審査］
2005.03.22 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.05.19 上申書
2005.06.17 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

通常:
2005-026026
標準

ソーラーＬＥＤ ビジョン＼ＳＯＬ
通常 2005-028224
ＡＲＬＥＤ ＶＩＳＩＯＮ

分割 2005-029048

07

40

スッキリバスポンプ

通常:
2005-029554
標準

07
41

ウォーキングカッター

通常:
2005-029567
標準

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

中間記録

【09】電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ，電子 【中間記録情報】
計算機用プログラム
［審査］
2005.03.25 願書
【42】電子計算機用プログラムの提供
2005.03.25 認定･付加情報
2005.12.28 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))
2006.02.02 手続補正書
2006.02.02 意見書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.03 手続補足書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.03.02 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定

ソーラービジョン＼ＳＯＬＡＲ ＶＩ
通常 2005-028223
ＳＩＯＮ

ＥＵＲＥＫＡ ＳＥＶＥＮ

指定商品・役務

09,42

【07】農業用器具，農業用機械，草刈機用刃，芝刈機，刈取機，自動刈取機，わら裁断機， 【中間記録情報】
わら裁断機用刃，切断装置，収穫機，刈取結束機，刈取脱穀機，草干し機，溝掘り機，掘 ［審査］
2005.03.22 願書
削機，酪農用機械器具
2005.11.25 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))
2006.07.07 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

42

43

44

商標（見本）

商標

ツカンデトール

ＤＣ

種別 出願番号

区分

07,37

【07】廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，廃棄物処理装置，廃棄物中の再生利用物質分 【中間記録情報】
離・抽出装置，包装用機械器具，空気輸送装置，原動機用排気装置，排ガス処理装置，そ ［審査］
の他の動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。），塵埃等排出用送風機，風水力機械 2005.04.07 願書
器具，集塵装置，化学機械器具，業務用真空掃除機，清掃用塵埃排出装置
2005.04.08 認定･付加情報
【37】廃棄物圧縮装置の修理又は保守，廃棄物破砕装置の修理又は保守，廃棄物処理装 2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
置の修理又は保守，集塵装置の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，空気 条1項11号を除く))
2005.12.20 手続補正書
輸送装置の修理又は保守，原動機用排気装置の修理又は保守，排ガス処理装置の修理
2005.12.20 意見書
又は保守，清掃用塵埃排出装置の修理又は保守，機械器具設置工事，機械器具設置工
2005.12.21 手続補足書
事に関する助言，集塵装置及び空気調整設備設置工事，動力機械器具用及び電動機用
汚染防止装置の修理又は保守，環境衛生設備プラントに関する修理又は保守，風水力機 2005.12.21 認定･付加情報
2005.12.22 認定･付加情報
械器具の修理又は保守，有毒ガス処理装置の修理又は保守，脱臭装置の修理又は保守
2006.01.26 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

06

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光
式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽
類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金
属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，
犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯
金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建
具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可般式家庭用温室，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，
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光
式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽
類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金
属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，
犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯
金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建
具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可般式家庭用温室，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，
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光
式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽
類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金
属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，
犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯
金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建
具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可般式家庭用温室，金属製
の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，

通常:
2005-030547
標準

通常 2005-030730

ＳＵＮ ＳＨＡＤＩＮＧ ＬＯＵＶＲＥ
通常 2005-031276
＼サンシェイディング ルーバー

アルミ木目調ルーバー

通常 2005-031279

06

46

百本格子ルーバー

通常 2005-031283

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

中間記録

【08】手動利器

06

45

指定商品・役務

08
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【中間記録情報】
［審査］
2005.04.06 願書
2005.04.06 手続補足書
2005.04.11 認定･付加情報
2005.04.11 認定･付加情報
2005.11.10 代理権変更届
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.08 願書
2005.04.12 手続補足書
2005.04.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.05.20 認定･付加情報
2005.05.20 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.04.08 願書
2005.04.12 手続補足書
2005.04.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.05.23 認定･付加情報
2005.05.23 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.04.08 願書
2005.04.12 手続補足書
2005.04.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.05.23 認定･付加情報
2005.05.23 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06

47

光触媒クリアルーバー

49

50

51

52

ＤＮＡ物品認証

ＤＮＡ物品認証局

ドライＶ－Ｍ

09,16,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，ＩＣチップを組み込んだタグ，商品用電子タグ
【16】荷札，紙類，文房具類，印刷物，バーコードが印刷されたラベル
【42】商品の真贋鑑定・証明，商品の真贋鑑定・証明の代行

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.08 願書
2005.04.19 認定･付加情報
2006.04.04 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))
2006.07.21 拒絶査定

19

【19】木材

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.28 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.05.18 手続補正書(方式)
2005.06.22 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

10

【10】指圧器

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.12 願書
2006.02.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 意見書
2006.04.06 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.07.04 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，電線及びケーブル，家庭用テ 【中間記録情報】
［審査］
レビゲームおもちゃ
2005.04.13 願書
2005.04.13 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.06 意見書
2005.12.06 手続補足書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.01.12 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定
2007.11.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-031287

通常:
2005-031403
標準

通常:
2005-031404
標準

通常:
2005-031581
標準

腰・膝・快・快！＼押して痛いと
通常 2005-032437
ころに当てる突起

クイックコピー

通常:
2005-032648
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.04.08 願書
2005.04.12 手続補足書
2005.04.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.05.31 認定･付加情報
2005.05.31 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

09,16,42
48

指定商品・役務
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光
式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽
類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金
属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，
犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯
金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建
具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可般式家庭用温室，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，
【09】電子応用機械器具及びその部品，ＩＣチップを組み込んだタグ，商品用電子タグ
【16】荷札，紙類，文房具類，印刷物，バーコードが印刷されたラベル
【42】商品の真贋鑑定・証明，商品の真贋鑑定・証明の代行
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【中間記録情報】
［審査］
2005.04.08 願書
2005.04.19 認定･付加情報
2006.04.04 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))
2006.07.21 拒絶査定

2008/4/7
15／55

３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

53

54

55

商標（見本）

商標

クイックボタン

クイックコネクト

東京ネットスクール

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，電線及びケーブル，家庭用テ 【中間記録情報】
［審査］
レビゲームおもちゃ
2005.04.13 願書
2005.04.13 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.06 意見書
2005.12.06 認定･付加情報
2005.12.06 手続補足書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.07.14 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，電線及びケーブル，家庭用テ 【中間記録情報】
［審査］
レビゲームおもちゃ
2005.04.13 願書
2005.04.13 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.06 意見書
2005.12.06 認定･付加情報
2005.12.06 手続補足書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定
2006.10.17 手続補正書(方式)
2006.10.17 手続補足書
2007.11.16 登録料納付
［登録］
2007.11.08 登録査定書
2007.11.16 設定納付書
2007.12.18 登録証

09,41

【09】電子出版物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作

通常:
2005-032649
標準

通常:
2005-032650
標準

通常 2005-033082

※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］
2005.04.01 願書
2005.12.02 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))
2006.07.07 拒絶査定

2008/4/7
16／55

３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

56

ネットキャバクラ

通常 2005-033095

09,16,35,38,41,42

57

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ―ｉ

通常:
2005-033175
標準

09

58

ドラマ＆スポーツ＼ドラマ・アン
ド・スポーツ＼Ｄｒａｍａ＆Ｓｐｏｒｔ 通常 2005-033572
＼Ｄｒａｍａ・ａｎｄ・Ｓｐｏｒｔ

※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】業務用コイン投入式テレビゲーム機，業務用磁気カード式テレビゲーム機，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・光ディ
スク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＲＯＭカートリッ
ジ・ＤＶＤ等その他の記憶媒体及び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，業務用テレビゲーム機の部品及び付属品，その他の業務用テレビゲーム機，スロット
マシン，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・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・ＣＤ－
ＲＯＭ・ＲＯＭカートリッジ・ＤＶＤ等その他の記憶媒体及び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，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・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯ
Ｍ・ＲＯＭカートリッジ・ＤＶＤ等その他の記憶媒体及びダウンロード可能な携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用プログラム，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディス
ク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＲＯＭカートリッジ・
ＤＶＤ等その他の記憶媒体及び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
子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，レコード，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電子出版物，その他の電子出版物
【41】移動体電話・電子計算機端末・携帯型情報端末・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ・家
庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲーム・音楽・映像の提供，オンライン
によるゲームの提供，オンラインによるゲームの提供に関する情報の提供，ゲーム及びそ
の他の娯楽情報の提供，録音済み又は録画済みのビデオディスク・磁気テープ・光ディス
ク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤの貸与又はこれらに関する情報の提供，家庭用
テレビゲームおもちゃ及びその他のおもちゃの貸与，ゲームプログラムを記憶させた電子
回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤの貸
与，ゲーム大会の企画・運営・開催，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作，放送
【09】耳栓，検卵器，保安用ヘルメット，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，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
【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，マーキング用
孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィル
ム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，
紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキ
ン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロ
ス，紙類，文房具類，書画，写真，写真立て
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【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，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の
企画又は運営，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のも
のを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番
組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行
の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競
【09】家庭用テレビゲーム用のプログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＲＯＭカート
リッジ・光ディスク・ＤＶＤ・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・磁気カートリッジ，録画済
みビデオディスク及びビデオテープ，携帯用液晶画面ゲーム用のプログラムを記憶させた
電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－Ｉ・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ，ダウンロードもしくは
インストール可能な電子計算機用プログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ，
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.04.01 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.13 願書
2005.04.14 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.04 手続補正書
2005.11.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 意見書
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 拒絶査定
2006.08.21 手続補正書
2007.11.30 出願却下処分書(登録)

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.04 願書
2005.04.22 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.06 意見書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.
59

60

商標（見本）

商標
オイルリークモニタ

資材市場＼ＳＨＩＺＡＩ ＩＣＨＩＢＡ

種別 出願番号

区分

簡易型足場

03,06,07,08,09,10,1
1,12,14,16,18,20,21,
22,24,25,26,27,28,3
5

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，石けん類，歯磨き，化粧品，香料類， 2005.04.04 願書
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
2005.04.20 職権訂正履歴(職権訂正)
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製建具，金 2005.05.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
属製立て看板，金属製道路標識，金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製の可
搬式家庭用温室，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製のネームプレート及び標札， 条1項11号を除く))
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 2006.01.10 手続補正書
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，金庫，金属製のバッ 2006.01.10 意見書
クル，アイゼン，金属製彫刻
2006.07.07 拒絶査定
【07】食器洗浄機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー，芝刈機，ミシン
【08】ピンセット，電気かみそり及び電気バリカン，かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くる
み割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，手動利器（刀剣を除く。），手動工具（すみ
つぼ類・皮砥・鋼砥・砥石を除く。），チーズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッ
ター（電気式のものを除く。），フォーク，糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふい
ご（手持ち工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手
持ち工具に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，まつ毛カール器，マニキュアセット，
ペディキュアセット，パレットナイフ
【09】耳栓，手動計算機，金銭登録機，製図用又は図案用の機械器具，盗難防止用警報
器，保安用ヘルメット，電池，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレ
ビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路
及びＣＤ－ＲＯＭ，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，水泳用浮き板，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，写真機械器具，測定機械器具
【06】着脱可能な足場，マンホール内で使用できる足場，金属製の足場，建築用又は構築 【中間記録情報】
用の金属製専用材料，金属性金具，金属製のきゃたつ及びはしご
［審査］
2005.04.06 願書
2005.12.02 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))
2006.07.07 拒絶査定

通常:
2005-034190
標準

通常 2005-034206

通常:
2005-034574
標準
09,15,41,42

62

カラオケ採点

通常:
2005-034844
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】液漏れ警報器，液漏れ検知機

06
61

指定商品・役務

09

【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾ
ン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレ
コーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付け
チェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救
命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガ
ス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三
角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動
式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレー
ター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配
電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及び
ケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子計
算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード等の記録媒体その他の
電子応用機械器具及びその部品，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コン
ピュータプログラム，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，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム，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，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，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，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映像，ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電
子出版物，新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディス
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【中間記録情報】
［審査］
2005.04.04 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.19 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.11.09 手続補正書
2005.11.09 意見書
2005.11.10 代理人受任届
2005.11.14 認定･付加情報
2005.11.14 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
2006.09.27 手続補正書(方式)
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

63

64

商標（見本）

商標

測量コンベ

墨出しコンベ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】測定機械器具，測量機械器具，巻尺

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.06 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.01.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.24 意見書
2006.01.24 手続補足書
2006.01.24 手続補足書
2006.01.24 手続補足書
2006.01.24 代理人受任届
2006.01.26 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
項16号)
2006.03.15 意見書
2006.07.03 拒絶査定
2006.07.20 手続補足書
2007.08.07 登録料納付
2007.08.07 出願人名義変更届
2007.08.07 手続補足書
2007.08.07 手続補足書
2007.08.07 手続補足書
2007.08.07 手続補足書
2007.09.05 認定･付加情報
2007.09.10 認定･付加情報
2007.10.25 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
2007.08.07 設定納付書
2007.09.25 登録証

09

【09】測定機械器具，測量機械器具，巻尺

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.06 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.02 意見書
2006.02.02 代理人受任届
2006.02.02 手続補足書
2006.02.02 手続補足書
2006.02.02 手続補足書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.14 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶査定
2006.07.20 手続補足書
2007.08.07 登録料納付
2007.08.07 手続補足書
2007.08.07 手続補足書
2007.08.07 手続補足書
2007.08.07 出願人名義変更届
2007.09.05 認定･付加情報
2007.10.25 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
2007.08.07 設定納付書
2007.09.25 登録証

通常:
2005-035610
標準

通常:
2005-035611
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）２００６．０７.xls
No.

65

66

67

68

69

70

商標（見本）

商標

ノーマルブラック

ビックブラック

ＱＵＩＣＫ ＣＯＮＮＥＣＴ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】コンタクトレンズ

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.18 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

09

【09】コンタクトレンズ

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.18 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定

09

【09】証券取引及びその他の金融取引のための電子計算機用プログラム（ダウンロードに
より販売されるもの又は記録されたもの）

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.06 願書
2005.08.03 優先権証明書提出書
2005.08.31 認定･付加情報
2005.09.26 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2005.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.20 期間延長請求書
2006.01.26 手続補正書
2006.01.26 意見書
2006.07.24 拒絶査定

19

【19】台所用品（電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く）日用品（他
の類に属するものを除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.19 願書
2005.05.16 認定･付加情報
2005.12.02 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))
2006.07.07 拒絶査定

09

【09】オフコン、パソコン等を利用して営業・受渡業務及び会計・決算業務等を管理・支援す 【中間記録情報】
［審査］
る総合的な会計ソフト
2005.04.19 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.05.23 手続補正書(方式)
2005.06.28 認定･付加情報
2005.12.02 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))
2006.07.07 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類，ボイラー，ガス湯沸かし器，暖冷房装置，浴槽類，火鉢類，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
機械器具，加熱器
2005.05.09 願書
2005.05.09 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

通常 2005-038941

通常 2005-038942

優先:
2005-039755
標準

ナノテクセラミックス＼ＮＡＮＯＴ
通常 2005-039809
ＥＣＨＣＥＲＡＭＩＣＳ

ＩＳの簡単会計

消臭シャッター

通常 2005-039820

通常:
2005-039873
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

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

2008/4/7
20／55

３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

71

倍満連発三人麻雀

73

74

ＦＩＴＷＩＰＥＲ＼フィットワイパー

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，二輪自動車サドルバッグ，二輪自動車用盗難警報器

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.13 願書
2005.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.10 上申書
2006.07.24 拒絶査定
2006.07.24 上申書

11

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.16 願書
2005.05.16 認定･付加情報
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定

通常:
2005-041622
標準

通常 2005-041981

プレオウンドＨ－Ｄ＼Ｐｒｅｏｗｎｅ
通常 2005-042038
ｄ Ｈ－Ｄ

エルイーディーバー

通常:
2005-042373
標準

06
75

ハンガーフック

通常 2005-042672

※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］
2005.05.12 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

09

72

指定商品・役務
【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】眼鏡拭き，眼鏡，眼鏡フレーム・その他の眼鏡の部品及び附属品
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.13 願書
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.22 意見書
2005.12.26 手続補足書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶査定
2006.09.29 手続補正書(方式)
2006.10.02 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］
2007.08.14 登録査定書
2007.08.20 設定納付書
2007.09.04 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.28 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07

76

ＤＩＧＩＴＡＬ ＣＤＩ

通常:
2005-043183
標準

09
77

78

79

80

81

82

Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｏｐｔｉｍｉｚｅｒ

ＳＳＢ

モービルメディアの未来価値へ

通常:
2005-044408
標準

指定商品・役務

09

【09】電子表示装置を備えた情報表示装置，その他の電子応用機械器具及びその部品

09

【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】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

19

【19】石製の地蔵の彫刻，その他の石製彫刻，大理石製彫刻，墓標及び墓碑用銘板（金属 【中間記録情報】
［審査］
製のものを除く。）
2005.06.07 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.13 手続補正書
2006.02.13 意見書
2006.07.25 拒絶査定

11

【11】空気清浄器の名称

通常:
2005-044463
標準

通常:
2005-046247
標準

Ｄｒｉｖｉｎｇ Ｍｏｂｉｌｅ Ｍｅｄｉａ Ｓｏｌ 通常:
2005-046248
ｕｔｉｏｎｓ
標準

手元供養

ウイルスカッター

通常 2005-050560

通常:
2005-051048
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】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 【中間記録情報】
［審査］
力機械の部品
2005.04.28 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.28 手続補正書
2006.02.28 代理人受任届
2006.02.28 意見書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.01 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 願書
2005.05.20 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.17 手続補正書
2006.02.17 意見書
2006.07.21 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,29,30,41

83

85

19

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，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，建造物組立てセット（金
属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラス，建具（金属製のも
のを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.06.15 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.16 意見書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

19

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，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。），セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガ
ラス，鉱物性基礎材料

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.06.15 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.16 意見書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

ラテラルマーケティング＼ＬＡＴＥ
通常 2005-052835
ＲＡＬ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ

86

Ｎｅｏ－Ｄｒｉｅｒ＼ネオ・ドライヤー 通常 2005-053025

脱ホルム養生板

Ｄ－ＷＡＬＬ

通常:
2005-053630
標準

通常:
2005-053633
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.18 拒絶査定

11

84

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
【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，
【11】乾燥装置
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.31 願書
2005.06.24 手続補正指令書(出願)
2005.06.30 手続補正書(方式)
2005.08.08 認定･付加情報
2005.08.08 認定･付加情報
2005.09.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.13 意見書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

87

88

89

90

商標（見本）

商標

ディーウォール

ＷＥ ＧＥＴ ＹＯＵＲ ＢＬＯＯＤ
ＦＬＯＷＩＮＧ

樋付き面状排水材

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，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。），セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガ
ラス，鉱物性基礎材料

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.06.15 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.16 意見書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

10

【10】医療用レーザー装置，カテーテル，その他の医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2005.07.04 認定･付加情報
2005.07.07 手続補正書
2005.07.12 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.26 手続補正書
2006.04.26 意見書
2006.04.26 手続補足書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.04.27 認定･付加情報
2006.05.26 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
2006.10.03 手続補足書
2008.01.25 出願却下処分書(登録)

17,19

【17】排水用として使用されるオイルフェンス・電気絶縁材料・ゴム製包装用容器・ゴム製
【中間記録情報】
栓・ゴム製ふた・農業用プラスチックフィルム・バルカンファイバー・プラスチック基礎製品・ ［審査］
ゴム
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
【19】排水用として使用される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
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
築専用材料・プラスチック製建築専用材料・合成建築専用材料・アスファルト及びアスファ
ルト製の建築用又は構築用の専用材料・ゴム製の建築用又は構築用の専用材料・石灰製 号)
の建築用又は構築用の専用材料・石こう製の建築用又は構築用の専用材料・セメント及び 2006.07.21 拒絶査定
その製品・木材・石材，プラスチック製土中埋設排水材

17,19

【17】排水用として使用されるオイルフェンス・電気絶縁材料・ゴム製包装用容器・ゴム製
【中間記録情報】
栓・ゴム製ふた・農業用プラスチックフィルム・バルカンファイバー・プラスチック基礎製品・ ［審査］
ゴム
2005.06.27 願書
【19】排水用として使用される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
2005.06.27 認定･付加情報
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
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ルト製の建築用又は構築用の専用材料・ゴム製の建築用又は構築用の専用材料・石灰製 条1項11号を除く))
の建築用又は構築用の専用材料・石こう製の建築用又は構築用の専用材料・セメント及び 2006.07.21 拒絶査定
その製品・木材・石材，プラスチック製土中埋設排水材

通常:
2005-053634
標準

通常 2005-057000

通常 2005-058216

トイ付き排水材＼とい付き排水
通常 2005-058217
材

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

中間記録

19
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,36

91

ＳｍａｒｔＮｅｔｔｉｎｇ＼スマートネッ
ティング

通常 2005-058670

09

92

サージキラー

通常 2005-059680

19

93

ファイアープロテクト

通常:
2005-059728
標準

11,44

94

岩盤釜

指定商品・役務

【11】浴槽がま
【44】入浴施設の提供

通常:
2005-059756
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】主として債権から債務を差し引いた差額を決済するための電気通信機械器具，主とし 【中間記録情報】
て債権から債務を差し引いた差額を決済するための電子応用機械器具及びその部品，家 ［審査］
2005.06.28 願書
庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた
電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶 2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，映写フィルム，スライドフィルム，スライド 号)
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
2006.02.27 手続補正書
【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 2006.02.27 意見書
2006.02.28 手続補足書
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替， 2006.03.29 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶査定
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 2006.10.11 手続補正書(方式)
に関する業務，割賦購入あっせん，クレジットカード利用者に代ってする支払代金の清算， 2006.10.11 手続補正書(方式)
金融に関する情報の提供，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，そ 2006.10.11 手続補足書
2006.12.08 手続補正書(方式)
の他の集金の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オ 2007.09.04 登録料納付
2007.10.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 ［登録］
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 2007.08.07 登録査定書
2007.09.04 設定納付書
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，有価証券に係る投資顧問契約に基づき口頭・文章及 2007.10.02 登録証
びその他の方法により行う助言及び投資一任契約に基づき顧客のために行う投資，株式
市況に関する情報の提供，リゾート会員権の販売，商品市場における先物取引の受託，確
定拠出型年金に関する情報の提供，確定拠出型年金に関する運営管理業務の受託，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
【09】避雷器，配電用又は制御用の機械器具，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク 【中間記録情報】
溶接機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，ガソリンステーション用装置，消火器，消 ［審査］
2005.06.30 願書
火栓，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，発光式又は機械式の道路標識，電動式扉自動開閉装置，理化学機 2005.07.01 認定･付加情報
2005.07.13 手続補正書
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，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，電気ブザー，電気通信機械器具，電子 2005.08.10 認定･付加情報
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，事故防護用 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
手袋，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 項16号)
2006.07.21 拒絶査定
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，エアタ
ンク，水泳用浮き板，レギュレーター，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回 2007.05.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
【19】鉄骨柱・鉄骨梁用無機繊維製のフェルト状耐火被覆材，合成建築専用材料
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.30 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.08 意見書
2006.03.09 手続補足書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
2007.11.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.30 願書
2005.06.30 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定
2006.08.10 手続補正書
2007.09.06 登録料納付
［登録］
2007.08.07 登録査定書
2007.09.06 設定納付書
2007.10.02 登録証
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No.

95

96

97

98

商標（見本）

商標

消雪パネル＼ヒーター

ＣｏｐｙＧｕａｒｄ

§Ｒｅｌｏａｄａｂｌｅ

ＰＡＳＳＩＯＮ ＰＩＮＫ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】加熱器．温水循環式，消雪機

09

【09】自動販売機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電 【中間記録情報】
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，携帯用液晶画面ゲー ［審査］
2005.06.17 願書
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
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
テープ，電子出版物
2006.07.07 拒絶査定

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，コンピュータープログラムを記録した磁気カード

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2005.07.08 認定･付加情報
2005.12.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.29 手続補正書
2006.03.29 意見書
2006.03.30 物件提出書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.18 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

09,14,18,25

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.08 願書
2005.07.11 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

通常 2005-059935

通常 2005-059991

通常 2005-061703

通常:
2005-063224
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］
2005.06.17 願書
2005.07.08 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定
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No.

99

100

101

商標（見本）

商標

ＰＬ－Ｊａｐａｎ

ＰＬ－ＪＰＮ

Ｈｏｌｌａｎｄ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【07】土木機械器具，荷役機械器具
【中間記録情報】
【09】遠隔管理による盗難防止装置，その他の盗難警報機，無線通信ネットワークを利用し ［審査］
て土木機械器具・荷役機械器具・自動車の稼働を遠隔管理するコンピュータ管理装置，電 2005.07.11 願書
子応用機械器具及びその部品
2005.07.20 職権訂正履歴(職権訂正)
【12】自動車並びにその部品及び付属品
2005.07.29 職権訂正通知書(職権訂正)
【37】建設工事，建築工事に関する助言，電子応用機械器具の修理又は保守，土木機械
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
器具の修理又は保守，遠隔管理による土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提 条1項11号を除く))
2006.03.01 意見書
供，その他の土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提供，自動車の修理又は整
2006.07.18 拒絶査定
備
2006.08.18 手続補正書
2006.08.18 手続補正書
2007.08.31 登録料納付
2007.10.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.06 登録査定書
2007.08.31 設定納付書
2007.10.02 登録証

07,09,12,37

【07】土木機械器具，荷役機械器具
【中間記録情報】
【09】遠隔管理による盗難防止装置，その他の盗難警報機，無線通信ネットワークを利用し ［審査］
て土木機械器具・荷役機械器具・自動車の稼働を遠隔管理するコンピュータ管理装置，電 2005.07.11 願書
子応用機械器具及びその部品
2005.07.20 職権訂正履歴(職権訂正)
【12】自動車並びにその部品及び付属品
2005.07.29 職権訂正通知書(職権訂正)
【37】建設工事，建築工事に関する助言，電子応用機械器具の修理又は保守，土木機械
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
器具の修理又は保守，遠隔管理による土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提 条1項11号を除く))
2006.03.01 意見書
供，その他の土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提供，自動車の修理又は整
2006.07.18 拒絶査定
備
2006.08.18 手続補正書
2006.08.18 手続補正書
2007.08.31 登録料納付
2007.10.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.06 登録査定書
2007.08.31 設定納付書
2007.10.02 登録証

12

【12】トラクター・トレーラー用の第五輪・ピントル鉤・牽引棒・牽引鉤その他の牽引用連結
器，トレーラーの支持装置

通常:
2005-063809
標準

通常:
2005-063810
標準

通常 2005-063923

※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

07,09,12,37
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.12 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.01.17 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))
2006.04.17 手続補正書
2006.04.17 意見書
2006.04.18 手続補足書
2006.04.19 上申書
2006.04.19 手続補足書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定
2006.09.29 手続補足書
2006.12.07 手続補正書(方式)
2006.12.08 手続補足書
2007.10.04 手続補正書
2007.11.01 登録料納付
［登録］
2007.10.30 登録査定書
2007.11.01 設定納付書
2007.11.20 登録証

2008/4/7
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11

102

衝撃振動発熱 ＣＬＥＡＮＥＮＥ

通常:
2005-064317
標準

エコシャント

通常:
2005-064715
標準

09
103

104

105

106

環境ボード

重合図

インテリジェントルート案内

指定商品・役務

19

【19】合成板，木材

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.14 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.23 手続補正書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.02.23 認定･付加情報
2006.02.23 意見書
2006.07.11 拒絶査定

09,16,42

【09】電子出版物
【16】地図，書籍，その他の印刷物
【42】地図及び図面の作成，測量，地質の調査，地図情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.20 願書
2005.07.29 手続補正書(方式)
2005.08.26 認定･付加情報
2006.04.17 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))
2006.07.18 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 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)
2006.07.04 拒絶査定

通常:
2005-065086
標準

通常:
2005-066808
標準

通常:
2005-067220
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】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱 【中間記録情報】
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機 ［審査］
2005.07.12 願書
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，汚水浄化槽，し尿処理槽，
2006.02.16 意見書
ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄水装置，家庭用電熱用品類，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，洗浄機能付き便 2006.07.11 拒絶査定
座，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
【09】抵抗器
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.01 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

07,08,09,11,12,15,2 【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
0,28,35,37,41,42

107

ＷＩＮｃｏｍ

通常 2005-067933

11
108

109

110

111

岩盤浴マット

Ｅ－ＴＲＡＮＳ

§ＰＪ－６

ＭＯＤＥＮＡＩＬ

通常 2005-068513

工用又は合板用の機械器具，パイプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印紙用又は 2005.07.11 願書
2005.07.28 職権訂正履歴(職権訂正)
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械 2005.08.05 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
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
上の乗物用の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペン 号)
2006.07.07 拒絶査定
サー，自動スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除
2006.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
機，電気ミキサー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，消毒・殺虫・防臭用用のものを除
く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電気式カーテン引き装置，廃棄物
圧縮装置，廃棄物破砕装置，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機
及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電気ブラシ
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，レーキ（手持ち工具に
当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそり及
び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），かつお
節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チーズス
ライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイロン
（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち工具
に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具に当
たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュア
セット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は特別用の機械，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
【11】寝床温暖器、電気カーペット、発熱体、電気足温器、足温器、乗物用暖房装置、投入 【中間記録情報】
式電気加熱器、暖房装置、電気式暖房装置、電熱式クッション、暖房用プレート、電気式 ［審査］
2005.07.11 願書
パッド
2005.09.02 手続補正指令書(出願)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

09

【09】ＤＣ－ＤＣコンバータ，ＤＣ－ＡＣコンバータ

12

【12】船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。），自動車並びにその部 【中間記録情報】
品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品，自転車並びにその部品及び附 ［審査］
属品，電動三輪車並びにその部品及び附属品，車いす並びにその部品及び附属品，牽引 2005.07.27 願書
2005.07.27 認定･付加情報
車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械器具，陸上の乗物用の機械要
2006.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり
2006.07.03 拒絶査定
付け片，乗物用盗難警報器

08

【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ
り及び電気バリカン，つめやすり，その他の手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気
式のものを除く。），かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを
除く。），スプーン，チーズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のもの
を除く。），フォーク，アイロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十
能，暖炉用ふいご（手持ち工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫
剤用噴霧器（手持ち工具に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，
まつ毛カール器，マニキュアセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイ

通常:
2005-068515
標準

通常 2005-069295

通常:
2005-069318
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.11 願書
2005.08.02 認定･付加情報
2006.01.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定
2006.07.27 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.27 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

112

113

商標（見本）

商標

長持ちモード

Ｖ－ＵＰ

種別 出願番号

区分

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

通常:
2005-070253
標準

通常:
2005-070734
標準

デジタルプラットフォーム＼Ｄｉｇｉ
通常 2005-070972
ｔａｌ Ｐｌａｔｆｏｒｍ

09

115

116

117

118

ＰｏｗｅｒＦＸ

ＲＯＯＭ ＰＨＯＮＥ

ペタリ２ｗａｙスクリーン

Ｓｏｌｉｄ ｓｈａｐｅ

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.09 意見書
2006.07.14 拒絶査定
【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，電気通信機械 【中間記録情報】
［審査］
器具
2005.08.01 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)
2006.07.07 拒絶査定

【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)
2006.07.07 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.05 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］
2005.08.02 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 代理人辞任届
2006.04.21 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定

通常:
2005-070978
標準

通常:
2005-071612
標準

通常:
2005-071624
標準

通常:
2005-071659
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】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電線及び 【中間記録情報】
ケーブル，写真機械器具，写真複写機，光学機械器具，電気通信機械器具，電子応用機 ［審査］
2005.07.29 願書
械器具及びその部品，発光式又は機械式の道路標識，磁心，抵抗線，電極，金銭登録
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
機，家庭用テレビゲームおもちゃ，業務用テレビゲーム機，携帯用液晶画面ゲームおも
2006.03.17 意見書
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ
2006.07.25 拒絶査定

09
114

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 拒絶査定

2008/4/7
30／55

３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

119

120

121

122

商標（見本）

商標

ロハス＼ＬＯＨＡＳ

ロハス＼ＬＯＨＡＳ

チャージドハイブリッド

ＰＲＯＭＥＤＩＡ＼プロメディア

種別 出願番号

区分

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 【中間記録情報】
力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動力伝導装置，緩衝器，ば ［審査］
ね，制動装置，船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。），エアクッショ 2005.08.04 願書
ン艇，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，二輪自 2005.08.05 認定･付加情報
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 2005.08.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.10 職権訂正通知書(職権訂正)
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
2006.02.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.27 意見書
2006.02.27 手続補足書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.04.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.27 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，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リ ［審査］
ヤカー，車いす，荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の 2005.08.04 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリン
グ，陸上の乗物用の動力伝導装置，陸上の乗物用の緩衝器・ばね，陸上の乗物用の制動 項16号)
装置，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），タイヤ又はチュー 2006.03.22 意見書
2006.07.28 拒絶査定
ブの修繕用ゴムはりつけ片，乗物用盗難警報器
2007.07.06 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

09

【09】業務用テレビゲーム機，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械 【中間記録情報】
器具，測定機械器具，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその ［審査］
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－Ｒ 2005.08.05 願書
2005.08.05 認定･付加情報
ＯＭ
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.17 意見書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.05.18 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.06.09 手続補正書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.09 意見書
2006.07.14 拒絶査定
2006.08.18 手続補正書
2007.10.09 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］
2007.08.03 登録査定書
2007.10.05 出願却下処分前通知
2007.10.09 設定納付書
2007.10.30 登録証

通常 2005-072491

通常:
2005-072651
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】便所ユニット，浴室ユニット，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイ
【中間記録情報】
ラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥機，業務用加熱調理機械器具，業務 ［審査］
2005.08.04 願書
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，
2005.08.04 認定･付加情報
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，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，加熱器，調 2005.08.09 職権訂正履歴(職権訂正)
理台，流し台，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かい 2005.08.10 職権訂正通知書(職権訂正)
ろ灰，湯たんぽ，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，化学物質を充てんした保温保冷 2006.02.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.27 意見書
具，火鉢類
2006.02.27 手続補足書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.04.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.27 拒絶査定

通常 2005-072490

通常 2005-073068

指定商品・役務

11
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,42

123

音ログ＼ＯＴＯ ＬＯＧ∞音ログ 通常 2005-073485

02,06
124

ＭＥＴＡＬＴＯＵＣＨ

通常 2005-073820

09,42

125

トラフィックアナライザー＼Ｔｒａｆｉ
通常 2005-074423
ｃ Ａｎａｌｙｚｅｒ

※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】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，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，保安用ヘルメット，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，写真機械器具，映画
機械器具，光学機械器具，電池，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，消防車，自動車用シガーライター，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，ホテル事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，輸
出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，
タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【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
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，
【02】無機顔料，有機顔料，その他の顔料，塗料
【06】銅及び銅合金，鉛及び鉛合金，亜鉛及び亜鉛合金，すず及びすず合金，アルミニウ
ム及びアルミニウム合金，マグネシウム及びマグネシウム合金，ニッケル及びニッケル合
金，チタニウム及びチタニウム合金，その他の非鉄金属及びその合金，建築用又は構築
用の金属製専用材料，金属製彫刻

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2005.12.21 刊行物等提出書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.02.03 刊行物等提出による通知書
2006.02.09 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.07 拒絶査定

【09】商店・マーケットなどの顧客流入データを分析するためのコンピュータ用プログラム，
その他のコンピュータ用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，電気通信
機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，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，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，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，家庭用テレビゲームお
もちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－
ＲＯＭ，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及び
ＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオ
ディスク及びビデオテープ，電子出版物
【42】インターネットその他のコンピュータネットワークを用いた電子計算機のプログラムの
設計・作成又は保守，その他の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，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・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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2005.08.19 手続補正書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.27 意見書
2006.07.24 拒絶査定
2006.11.01 手続補正書
2006.11.01 手続補足書
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 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)
2006.07.14 拒絶査定
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No.

126

127

128

商標（見本）

商標

自転車デイライト

ハイブリッドフィルター

デジタルシングル

種別 出願番号

区分

Ｓモール

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.10 手続補正書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 意見書
2006.07.21 拒絶査定

07

【07】流動性を帯びたプラスチックを濾過するフィルター

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2005.08.10 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))
2006.04.10 手続補正書
2006.04.10 意見書
2006.07.21 拒絶査定

09,41

【09】インターネットからダウンロード可能な音楽，録音済みコンパクトディスク，その他のレ
コード，インターネットからダウンロード可能な映像，録画済みＤＶＤ，録画済みビデオディス
ク及びビデオテープ，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，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，電子出版物
【41】インターネットを利用した音楽の提供，音楽の演奏，インターネットを利用した映像の
提供，音楽又は映像を記録した磁気ディスク・コンパクトディスク又はＤＶＤ原盤の制作，映
画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，当せん金付証票の発売，技芸・ス
【07】金属加工機械器具，土木機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.22 意見書
2006.07.11 拒絶査定
2006.10.20 手続補正書(方式)
2006.10.20 手続補正書(方式)

通常:
2005-074701
標準

通常:
2005-074725
標準

通常 2005-075986

通常:
2005-076280
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】青色等の有色光を発するＬＥＤランプを使用した自転車用照明灯

07

129

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.15 願書
2006.02.20 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.04.03 手続補正書
2006.04.03 意見書
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.26 意見書
2006.07.18 拒絶査定
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No.

130

131

132

133

134

135

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

ＳＬＯＷＬＩＦＥ

ＯＰＴＩＣＡＬ ＥＮＧＩＮＥＳ

ＭＸ

Ｐａｒａｌｌｅｌ Ｈｙｂｒｉｄ

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.15 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)
2006.07.14 拒絶査定

19

【19】円錐型の道路標識

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.17 願書
2006.03.03 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))
2006.04.05 手続補正書
2006.04.05 意見書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.15 意見書
2006.07.07 拒絶査定
2007.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09

【09】眼鏡，眼鏡の部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 意見書
2006.07.14 拒絶査定

09

【09】化学物質の検出・同定用の光源及び光検出装置を用いた検出・同定装置に使用する 【中間記録情報】
インテグレーテッドオプティカルモジュール，生物学的物質の検出・同定用の光源及び光検 ［審査］
出装置を用いた検出・同定装置に使用するインテグレーテッドオプティカルモジュール，
2005.08.25 願書
レーザー及び検出装置を組み込んだインテグレーテッドオプティカルモジュール，測定機械 2005.11.14 優先権証明書提出書
器具
2005.12.14 認定･付加情報
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.10 期間延長請求書
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.07.03 拒絶査定

09

【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気磁気測定
器，電線及びケーブル，データ通信機械器具・その他の電気通信機械器具，コンピュータ
プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.21 拒絶査定

12

【12】船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。），エアクッション艇，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，車いす，荷役用索道，カーダンパー，カープッ
シャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸
継ぎ手，ベアリング，動力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，陸上の乗物用の交流電動
機又は直流電動機（その部品を除く。），タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片，乗
物用盗難警報器，落下傘

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.03.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定
2007.07.06 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

通常:
2005-076779
標準

通常:
2005-077083
標準

優先:
2005-079544
標準

通常:
2005-080582
標準

通常:
2005-081587
標準

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

中間記録

【01】化学品
【05】薬剤
【09】理化学機械器具，測定機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【10】医療用機械器具

Ｐｒｉｏｎ Ｓｃｒｅｅｎ＼プリオンスク
通常 2005-076345
リーン

カラフルコーン

指定商品・役務

01,05,09,10
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No.

136

137

商標（見本）

商標

ＧＲ＼ＤＩＧＩＴＡＬ

パーキングポール

種別 出願番号

区分

139

140

Ｄｅｌｕｘｅ＼デラックス

ＯＮＥＴＯＵＣＨ ＰＲＯ

ｅＰＢＸ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2005.09.01 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 意見書
2006.07.14 拒絶査定
2007.12.06 手続補正書
2008.01.23 登録料納付
2008.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.01.21 登録査定書
2008.01.23 設定納付書
2008.02.12 登録証

06

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
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，屋外用金属製ブライ
ンド，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
【08】手動利器，スプーン，フォーク

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2005.09.01 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)
2006.07.14 拒絶査定

05,10

【05】医療用血糖値監視装置用診断用試薬
【10】医療用血糖値監視装置

09,38,42

【09】コンピュータソフトウェア、インターネット電話会議のためのコンピュータプログラムの提
供、交換機機能を有するサーバー、通信用サーバー
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，その他の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，プロバイダー
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，通信ネットワークの運用と管理
の代行，コンピューター通信ネットワークを利用した音声・画像の送信，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，インターネット回線を
用いた電話による通信、インターネット電話会議のためのコンピュータプログラムの提供
【42】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，イン
ターネットにおける他人のウェブサイトの企画・立案・設計・作成・更新・保守管理・運営及
びこれらに関する支援・助言及び情報の提供，インターネットその他のコンピュータネット
ワークを介した電子会議室・電子掲示板及びデータベースへのアクセスタイムの賃貸，イン
ターネットのウェブサイトに関するデザインの考案，インターネットのウェブサイトの作成，情
報・サイト並びにその他のコンピュータネットワーク上で利用可能なリソースのインデックス
の作成，インターネットにおけるホームページ検索用エンジンの提供，インターネットサー
バーのために用いられる電子計算機プログラムの作成・保守及びそれらに関する情報の
提供・助言，電子計算機通信ネットワークシステムの設計・作成・環境設定・インストール・

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.03.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.19 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.23 願書
2006.02.02 出願人名義変更届
2006.02.02 手続補足書
2006.03.02 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))
2006.07.21 拒絶査定

通常 2005-081757

通常:
2005-082040
標準

通常 2005-082703

通常:
2005-083193
標準

通常 2005-083498

※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】デジタルカメラ

08

138

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 願書
2005.10.28 手続補正指令書(出願)
2005.11.11 手続補正書(方式)
2005.12.09 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

2008/4/7
35／55

３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

141

ミュージックレッスンオンライン

通常:
2005-084107
標準

09

142

トナーリサイクルユニット

通常:
2005-084371
標準

07

143

小さなボディに大きな力

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，事故防護用手袋，防
じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロッ
トマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用
浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶さ
せた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム
用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ダウンロード可能な
音楽または音声，ダウンロード可能な画像（動画を含む），ダウンロード可能なカラオケ用
の画像・楽曲・歌詞，ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム，ダウンロード可
能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，携帯電話機により再生されるダウンロード
可能な音楽または音声
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，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
【07】金属加工機械器具，金属工作機械器具，切断機，電気溶接機，動力付き手持工具，
グラインダー，サンダー，電気ドリル，製材機械器具，チェーンソー，のこぎり目立て盤，木
工機械器具，農業用機械器具，起動器，芝刈機

通常:
2005-084397
標準

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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 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)
2006.04.18 意見書
2006.04.19 手続補足書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
2006.10.16 手続補正書
2006.10.17 手続補足書

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.26 意見書
2006.07.14 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.11 手続補正書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.04.11 認定･付加情報
2006.04.11 意見書
2006.07.18 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

144

145

146

商標（見本）

商標

ＡＲＡＭＩＤ－ＳＨＩＥＬＤ

Ｐｏｃｋｅｔ Ｓｈａｖｅｒ

ｅえいぞう

種別 出願番号

区分

クイックチュービング

08

【08】電気かみそり及び電気バリカン，電気かみそり及び電気バリカンのケース及びホル
ダー，電気かみそり用交換網刃，電気かみそり用交換内刃，電気かみそり用交換網刃付
きヘッド，その他の電気かみそり及び電気バリカンの部品

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］
器，磁心，抵抗線，電極，金銭登録機
2005.09.14 願書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.27 意見書
2006.04.27 手続補足書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定
2006.09.23 代理人変更届
2006.09.29 代理人受任届
2006.10.04 手続補正書(方式)
2006.10.04 手続補足書
2006.10.13 代理人辞任届
【10】医療用カテーテル並びにその部品及び附属品，その他の医療用機械器具
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2005.09.14 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 意見書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.07.06 拒絶査定

通常:
2005-085660
標準

通常:
2005-085823
標準

通常:
2005-086050
標準

通常:
2005-086054
標準

09

148

ＦＡＵＬＴ ＤＥＴＥＣＴＩＶＥ

【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相
機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械
器具，電気通信機械器具，レコード，メトロノーム，電子計算機用プログラムを記憶させた
電子回路・磁気ディスク及び磁気テープその他の電子応用機械器具及びその部品

通常:
2005-086330
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】防護被服即ち耐弾道・防弾・防爆用の被服及び衣服，耐弾道・防弾・防爆用の靴，警 【中間記録情報】
察・収容所・矯正施設等によって使用される耐弾道・防弾・防爆用の携帯用盾，耐弾道・防 ［審査］
弾・防爆用の装甲品即ち防護服用の装甲パネル及びプレート，衣服用の耐弾道・防弾・防 2005.09.13 願書
爆用のインサート
2005.10.07 認定･付加情報
【24】耐弾道・防弾・防爆用の被服・衣服・靴・シールド・装甲品の製造に使用する耐弾道織 2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
物及び生地
条1項11号を除く))
2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 手続補足書
2006.06.05 意見書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.06.15 認定･付加情報
2006.07.03 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

10

147

指定商品・役務

09,24

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

【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)
2006.06.14 意見書
2006.07.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2005.09.21 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)
2006.06.16 期間延長請求書
2006.06.16 認定･付加情報
2006.07.13 意見書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.07.20 拒絶査定
2006.12.29 手続補正書
2007.03.19 手続補正書

2008/4/7
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

149

150

商標（見本）

商標

ＡＩＲ ＦＯＯＴ ＭＡＳＳＡＧＥＲ

ガラスコート

種別 出願番号

区分

152

153

154

155

インペリア＼ＩＭＰＥＲＩＡ

ノンフリーズ

閉層用セット Ｃｌｏｓｕｒｅ Ｓｅｔ

マイクロ アイス＼Ｍｉｃｒｏ Ｉｃｅ
＼マイクロアイス生成装置

３Ｄプリント

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2006.04.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.12 拒絶査定

11

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

【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)
2006.05.10 意見書
2006.05.10 手続補足書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

通常:
2005-088211
標準

通常:
2005-088304
標準

通常 2005-088983

【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専 【中間記録情報】
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 ［審査］
の専用材料，建築用仕上げ塗材
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
【37】建築一式工事，土木一式工事，舗装工事，左官工事，大工工事，塗装工事，内装仕
2006.04.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
上工事，防水工事
項16号)
2006.07.24 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具，手術用縫合材料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 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)
2006.07.11 拒絶査定

11,30

【11】冷凍機械器具，アイスボックス，氷冷蔵庫
【30】氷

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.10.05 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

07,16

【07】印刷用機械器具，金属加工機械器具，塗装機械器具，化学機械器具，ガラス器加工 【中間記録情報】
機械器具，半導体製造機械器具
［審査］
2005.09.26 願書
【16】カタログ，説明書，ポスター，出版物
2005.09.26 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)
2006.07.14 拒絶査定

通常:
2005-089032
標準

通常 2005-089149

※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］
2005.09.22 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)
2006.04.25 意見書
2006.07.07 拒絶査定

19,37
通常:
2005-089020
標準

通常:
2005-089406
標準

中間記録

【10】家庭用電気式脚部マッサージ器

09
151

指定商品・役務

10
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

156

Ｄｏｗｎｌｏａｄｅｒ

通常:
2005-089918
標準

09

157

カーナビケータイ

通常:
2005-089933
標準

09,37

158

ディフェンドシステム

通常 2005-090074

※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，保安用ヘ
ルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標
識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓
練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映
画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電池，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，ロケット，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベ
ルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
【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
【09】電子錠，電動式扉自動開閉装置，測定器械器具，配電用又は制御用の機械器具，電
気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【37】電子錠の取付・修理・保守，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，映画機械器具の修理又は保守，光学機械器具の修理又は保守，
写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，火災報知機の修理又は
保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理
又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は
保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，土木機
械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は保守，照明用器具の修理又は
保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機
の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，医
療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印刷用又は製本用の機械器具の
修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保守，漁業
用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴製造機械の修理又
は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修理又は保守，ゴム製品製造機械
器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保守，半導体製造装置の修理又は
保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，製材用・木工用又は合
板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理又は保守，塗装機械器具の修理
又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，動力付
床洗浄機の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修理又は保守，浄水装置の修理又は保

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.06.16 手続補正指示書(審査官)
2006.07.11 手続補正書
2006.07.26 拒絶査定
2007.08.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.09.27 認定･付加情報
2006.03.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 意見書
2006.06.12 手続補足書
2006.06.12 認定･付加情報
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.31 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 意見書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,37

159

ディフェンドカード

通常 2005-090075

09

160

バージョンアップ宣言

通常:
2005-090457
標準

03,07

161

ＴＲＩＰＬＥ ＳＨＩＮＥ

通常:
2005-090533
標準

07

162

ハイバランスドモーター

指定商品・役務
【09】電子錠，電動式扉自動開閉装置，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電
気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【37】電子錠の取付・修理・保守，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，映画機械器具の修理又は保守，光学機械器具の修理又は保守，
写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，火災報知機の修理又は
保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理
又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は
保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，土木機
械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は保守，照明用器具の修理又は
保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機
の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，医
療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印刷用又は製本用の機械器具の
修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保守，漁業
用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴製造機械の修理又
は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修理又は保守，ゴム製品製造機械
器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保守，半導体製造装置の修理又は
保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，製材用・木工用又は合
板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理又は保守，塗装機械器具の修理
又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，動力付
床洗浄機の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修理又は保守，浄水装置の修理又は保
【09】家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，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，電子出版物，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発
生器，製図用又は図案用の機械器具，写真複写機，自動販売機，救命用具，消火器，盗
難警報器，保安用ヘルメット，乗物の故障の警告用の三角標識，潜水用機械器具，業務用
テレビゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理
化学機械器具，写真機械器具，光学機械器具，映画機械器具，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，電気ブザー，携帯電
話機のストラップ，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，
【03】つや出し剤，せっけん類
【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
除く。），陸上の乗物用の動力機械の部品，水車，風車，風水力機械器具，機械式の接着
テープディスペンサー，自動スタンプ打ち器，業務用電気洗濯機，業務用攪はん混合機，
業務用皮むき機，業務用食器洗浄機，業務用切さい機，業務用電気式ワックス磨き機，業
務用電気掃除機，家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯
機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄
機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農業用のものを除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，
動力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，バルブ，芝刈機，電動式カーテン引き装置，廃
棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機［陸上の乗物用の
【07】モータを有する電気掃除機

通常:
2005-090738
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］
2005.09.27 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.03.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 意見書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
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)
2006.04.27 意見書
2006.07.14 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.11.22 手続補正書
2006.01.04 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 意見書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 手続補正書(方式)
2005.09.29 願書
2005.10.31 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.23 手続補正書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.23 意見書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定

2008/4/7
40／55

３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

163

ＭＤ Ｓｅｒｖｅｒ＼エムデイサーバ 通常 2005-090829

09
164

ポケットクリップ

ブラウンウッド

通常:
2005-091021
標準

06,19

166

ソフトウッド

通常:
2005-091022
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］
2005.09.29 願書
2005.09.29 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

【06】非鉄金属及びその合金，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立
てセット，金属製道路標識（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。），金属製ビット，金属製ボラード，金属製金具，金属製のネームプレート及
び標札，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製工具箱，金属製建具，金
属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属製のバックル
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料，れんが及び耐火物，リノ
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。），セメント及
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，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。），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
【06】非鉄金属及びその合金，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立
てセット，金属製道路標識（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。），金属製ビット，金属製ボラード，金属製金具，金属製のネームプレート及
び標札，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製工具箱，金属製建具，金
属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属製のバックル
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料，れんが及び耐火物，リノ
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。），セメント及
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，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。），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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.09.29 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.11 拒絶査定

通常:
2005-090874
標準
06,19

165

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】無線通信機械器具，電気通信機械器具の部品及び附属品
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.09.29 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.11 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

167

168

169

170

171

商標（見本）

商標

緑川砂

食育食器

ハイパーステンレス

ハイパーチタン銅

ハイパーりん青銅

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】建築用又は構築用の川砂

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.09.30 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.06.27 意見書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

08,21

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 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)
2006.06.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.04 拒絶査定

06

【08】手動利器，かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除
く。），スプーン，フォーク，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【21】なべ類，コーヒ沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類
（貴金属製のものを除く），アイスペール，泡だて器，魚ぐし，携帯用アイスボックス，こし
器，こしょう入れ，砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金
属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆
（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），サラダボール（貴金属製
のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒ豆ひき器およびこしょうひき，
じょうご，食品保存用ガラス瓶，水筒，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取
分け用へら，鍋敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，魔法瓶，麺棒，焼き網，よう
じ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具および洗濯用具，家
事用手袋，化粧用具，デンタルフロス，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，
船舶ブラシ，ブラシ用豚毛，洋服ブラシ，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナ，
シューツリー，アイロン台，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり，植木鉢，
家庭園芸用の水耕式植物栽培器，家庭用燃え殻ふるい，紙タオル取り出し用金属製箱，
霧吹き，靴脱ぎ器，こて台，小鳥かご，小鳥用水盤，じょうろ，寝室用簡易便器，石炭入れ，
せっけん用ディスペンサー，貯金箱（金属製のものを除く。），トイレットペーパーホルダー，
ねずみ取り器，はえたたき，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し
およびろうそく立て（貴金属製のものを除く。），花瓶（貴金属製のものを除く。），ガラス製又
【06】非鉄金属及びその合金

06

【06】非鉄金属及びその合金

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 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)
2006.04.27 出願人名義変更届(一般承継)
2006.06.13 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

06

【06】非鉄金属及びその合金

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 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)
2006.04.27 出願人名義変更届(一般承継)
2006.06.13 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

通常:
2005-091044
標準

通常:
2005-091751
標準

通常:
2005-091814
標準

通常:
2005-091815
標準

通常:
2005-091816
標準

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

中間記録

19
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 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)
2006.04.27 出願人名義変更届(一般承継)
2006.06.13 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

172

173

174

175

176

商標（見本）

商標

ハイパー黄銅

ハイパー洋白

ナノテクプラズマ脱臭

ＢＢ－ＳＳ

カジュアルグラス

種別 出願番号

区分

ランシー

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 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)
2006.04.27 出願人名義変更届(一般承継)
2006.06.13 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

06

【06】非鉄金属及びその合金

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 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)
2006.04.26 出願人名義変更届(一般承継)
2006.06.06 認定･付加情報
2006.07.07 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］
2005.10.03 願書
2005.10.03 認定･付加情報
2006.04.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 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］
2005.10.04 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.11 意見書
2006.07.14 拒絶査定

09

【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.10.04 願書
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.14 拒絶査定
【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2005.10.04 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

通常:
2005-091817
標準

通常:
2005-091818
標準

通常:
2005-091889
標準

通常:
2005-092335
標準

通常:
2005-092802
標準

通常:
2005-092805
標準

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

中間記録

【06】非鉄金属及びその合金

09
177

指定商品・役務

06
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

178

カラーインクセーブ

通常:
2005-092850
標準

07
179

180

181

182

チェンソブレエド

通常 2005-093641

ＭＵＳＩＣ―ＨＤＤ

※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］
2005.10.06 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

【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，電気通信機械 【中間記録情報】
器具
［審査］
【42】電子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，電子計算機のプログラムの設 2005.10.06 願書
計・作成又は保守
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

12

【12】賃貸自転車などの乗りものとその器具など

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.21 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.04.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

通常 2005-094339

通常:
2005-094659
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.07 意見書
2006.07.14 拒絶査定

09,42
ＬＡＢＥＬ ＩＤ＼ラベルアイディー 通常 2005-093685

Ｍｙｃｙｃｌｅ

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
【07】刈払機用刃物
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【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
【09】ビデオカメラ，デジタルカメラ，テレビジョン受信機，液晶テレビジョン受信機，プラズマ
ディスプレイテレビジョン受信機，プロジェクションテレビジョン受信機，ＤＶＤプレーヤー，Ｄ
ＶＤレコーダー，ハードディスクビデオレコーダー，未記録の光ディスク，その他の電気通信
機械器具，パーソナルコンピュータ，コンピュータ用プリンター，光ディスクドライブ，その他
の電子応用機械器具及びその部品，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，録音
済みの光ディスク，録画済みの光ディスク，家庭用テレビゲームおもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.05.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.31 拒絶査定

11

【11】コインを洗浄殺菌媒体により洗浄殺菌する、洗浄機能を有する殺菌装置。

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

09

【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬
貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案
用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算
機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション
用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，
スプリンクラー消火装置，火災報知器，ガス漏れ警報器，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，配電用又は制御用の機械器具，回転変流
機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機
械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，ロケット，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，
携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，
スロットマシン，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
【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］
2005.10.12 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.22 手続補正書
2006.06.22 手続補足書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 意見書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定

09

183

ギガケータイ

通常:
2005-094662
標準

09

184

185

186

ＨｉＶＤ

コインクリーナー

クリアＵＶ

通常:
2005-095048
標準

通常:
2005-095289
標準

通常:
2005-095353
標準

11
187

プラチナプラズマ脱臭

通常:
2005-095379
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］
2005.10.12 願書
2005.10.12 認定･付加情報
2005.11.04 優先権証明請求書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2005.10.18 認定･付加情報
2006.04.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.14 拒絶査定
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No.

188

189

190

191

192

193

商標（見本）

商標

Ｖ ＲＯＢＯ

Ｖ―ＲＯＢＯ

オンラインブレンド

オンラインブレンドシステム

ＳＮ１００Ｃ

シャネツコート

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【07】金属加工機械器具，金属工作機械器具，プラスチック加工機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定
2008.02.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

07

【07】金属加工機械器具，金属工作機械器具，プラスチック加工機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定
2008.02.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

07

【07】プラスチック加工機械器具

【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1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

07

【07】プラスチック加工機械器具

【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1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

06

【06】はんだ合金

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.31 手続補正書
2006.05.31 意見書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.05.31 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
2006.10.25 手続補正書(方式)
2007.12.25 手続補正書
2008.02.22 登録料納付
［登録］
2008.01.30 登録査定書
2008.02.22 設定納付書
2008.03.11 登録証

19

【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 2005.10.13 願書
構築用の専用材料，繊維製の落石防止網
2005.10.13 認定･付加情報
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.25 拒絶査定

通常:
2005-095470
標準

通常:
2005-095471
標準

通常:
2005-095472
標準

通常:
2005-095473
標準

通常 2005-095507

通常:
2005-095694
標準

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

中間記録

07

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

2008/4/7
46／55

３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

194

ＯＺＯＮＲＩＣＨ＼オゾンリッチ

通常 2005-095948

09,14,16,18,20,21,2
4,25,26,28,32,35,37,
38,39,40,41,42,43,4
5

195

プラズマプラント

通常:
2005-096145
標準

07
196

マイナスイオンコイン精米機くん

指定商品・役務
【09】オゾン発生器，電解槽，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，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】写真機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物，
録画済ビデオディスク
【14】キーホルダー，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，貴金属製食器類，貴
金属製のくるみ割り器，記念カップ，時計
【16】印刷物，家庭用食器包装フイルム，文房具類，写真立て，紙類，衛生手ふき，紙製タ
オル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，写真
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【20】うちわ，せんす
【21】食器類（貴金属製のものを除く。），なべ類，水筒，アイスペール，洋服ブラシ，貯金箱
（金属製のものを除く。），靴ブラシ
【24】布製身の回り品
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，ずきん，
すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ベルト
【26】衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服
用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕
章，ボタン類
【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
【32】清涼飲料，果実飲料
【35】広告，職業のあっせん，建築物における来訪者の受付及び案内，求人情報の提供
【37】テレビジョン受信機の修理又は保守，テレビジョン受信機の修理又は保守に関する情
報の提供
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給
【39】道路情報の提供
【40】受託によるプラズマディスプレイパネル及びその部品の製造，受託によるプラズマディ
スプレイパネルを備えたテレビジョン受信機及びその部品の製造
【41】電子出版物の提供，テレビジョン受信機の貸与，映画・演芸・演劇・音楽・スポーツの
興行の開催情報の提供
【42】気象情報の提供，プラズマディスプレイパネル及びその部品の設計，プラズマディスプ
レイパネルを備えたテレビジョン受信機及びその部品の設計，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て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技
【07】精米麦機

通常:
2005-096168
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］
2005.10.14 願書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.25 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

197

198

商標（見本）

商標

パターンメード

ＳｉｔｅＧｕａｒｄ

種別 出願番号

区分

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，耳栓，加工ガラス（建築用の
ものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵
器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算
機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステ
ム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガ
ソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火
ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保
安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の
道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転
技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械
器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回
転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘ
アカーラー，電気ブザー，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
【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］
2005.10.14 願書
2005.10.17 認定･付加情報
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.12 拒絶査定

【07】無端状のワイヤーロープ移動式用のウインチ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.01 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2005.10.28 認定情報通知書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.24 手続補正書
2006.04.24 意見書
2006.06.01 認定･付加情報
2006.06.01 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定

通常:
2005-096236
標準

通常 2005-096316

エアロシェイプ＼Ａｅｒｏ Ｓｈａｐｅ 通常 2005-096402

07

200

エンドレスウインチ

通常 2005-096410

※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】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
【中間記録情報】
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト ［審査］
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用 2005.10.14 願書
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の 2005.10.14 認定･付加情報
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及 2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料
項16号)
2006.06.13 意見書
【35】商品の販売に関する情報の提供
2006.06.13 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

12

199

指定商品・役務

19,35
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.29 意見書
2006.05.29 代理人受任届
2006.05.31 認定･付加情報
2006.05.31 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

201

シューティング技能検定

通常 2005-096586

19

202

滑雪

電脳学園

通常:
2005-096971
標準

09,35,42
204

ＣＳＲ診断ツール

通常:
2005-097434
標準
09,35,42

205

ＣＳＲマネジメントツール

通常:
2005-097437
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］
2005.10.17 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.04.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.31 拒絶査定

【09】業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電池，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，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スラ
イドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子
出版物
【28】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，おもちゃ，
人形，囲碁用具，かるた，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
【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
【35】文書又は磁気テープのファイリング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査
【42】電子計算機プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，電
子計算機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.14 拒絶査定

通常:
2005-096807
標準

09,28

203

指定商品・役務
【09】家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品・付属品，家庭用テレビゲームおもちゃ用
ゲームプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・光
ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録済み媒体，ダウン
ロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用ゲームプログラム，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ゲーム
プログラム，業務用テレビゲーム機及びその部品・付属品，業務用テレビゲーム機用ゲー
ムプログラム，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁
気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録済み媒体，ダウンロード可能な業
務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，スロットマシン，スロットマシン用メダル，スロット
マシン器具及び部品，スロットマシンを収納する為の筐体，パーソナルコンピューター用
ゲームプログラム，ダウンロード可能なパーソナルコンピューター用ゲームプログラム，
パーソナルコンピューター用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディ
スク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録済み媒体，パーソナルコンピューター及
びその部品・付属品，通信式カラオケ装置，その他のカラオケ装置，移動体電話機・その他
の電話機械器具用ゲームプログラム，ダウンロード可能な移動体電話機・その他の電話機
械器具用ゲームプログラム，ダウンロード可能な移動体電話機・その他の電話機械器具用
着信音・着信メロディー，その他のコンピュータープログラム，移動体電話機・その他の電
話機械器具及びその部品・付属品，移動体電話機用ストラップ，携帯情報端末用ゲームプ
ログラム，ダウンロード可能な携帯情報端末用ゲームプログラム，携帯情報端末及びその
部品・付属品，その他の電気通信機械器具，音声・音楽録音済み媒体，ダウンロード可能
な音楽・音声，ダウンロード可能な着信メロディー・着信音，電子計算機用プログラムを記
憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ＲＯＭカートリッジ・その他の記
録済み媒体，電子回路（電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。），ダウン
ロード可能な電子計算機用ゲームプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部
【19】建築用又は構築用合成樹脂シート，建築現場用合成樹脂製安全遮蔽シート

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
【35】文書又は磁気テープのファイリング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査
【42】電子計算機プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，電
子計算機の貸与
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.05.01 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.12 手続補正書
2006.06.12 手続補足書
2006.06.12 意見書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2005.10.19 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2005.10.19 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定
2006.08.23 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）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,38,40,41

206

ＴＩＲＯＬ＼チロル

通常 2005-097873

09

207

208

209

210

ＥＲＰ５

かる＼メチャ軽

ちょうけい＼超軽

ＳＵＰＥＲＦＥＴＣＨ

指定商品・役務
【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器
具及びその部品，コイン投入式業務用テレビゲーム機，磁気カード式業務用テレビゲーム
機，業務用テレビゲーム機，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，自動販売機，家庭用テレビゲームおもちゃ，硬
貨投入式写真シール作成機
【16】写真，写真立て
【38】電気通信（放送を除く。），画像・音声・文字データの伝送交換，コンピュータによる画
像・音声・文字データの伝送交換，移動体電話による通信，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
【40】映画用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，
写真の合成，コンピュータによるデジタル写真の修正・補正
【09】データ処理装置，コンピュータ，コンピュータ周辺機器，コンピュータ用プログラム，記
録済コンピュータソフトウェア，コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，その他の
電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

通常 2005-097982

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2005.11.04 手続補正指令書(出願)
2005.11.08 上申書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.04.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.14 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.04.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

09

【09】安全靴並びにその部品及び附属品，事故防護用靴並びにその部品及び附属品，放
射線用保護靴並びにその部品及び附属品，防火靴並びにその部品及び附属品，火災用
保護靴並びにその部品及び附属品

09

【09】安全靴並びにその部品及び附属品，事故防護用靴並びにその部品及び附属品，放
射線用保護靴並びにその部品及び附属品，防火靴並びにその部品及び附属品，火災用
保護靴並びにその部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.04.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.12.26 優先権証明書提出書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.01.27 認定･付加情報
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.31 意見書
2006.05.31 手続補足書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.06.27 認定･付加情報
2006.07.19 拒絶査定
2006.12.27 手続補正書(方式)
2006.12.28 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］
2007.09.27 登録査定書
2007.10.17 設定納付書
2007.11.06 登録証

通常 2005-098042

通常 2005-098048

優先:
2005-098374
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］
2005.10.19 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【19】コンクリート工事に使用した後にコンクリート構造体から分離しないで断熱体として使
用可能なコンクリート工事用型枠，その他のコンクリート工事用型枠（金属製のものを除
く），セメント製品の製造に使用した後にセメント製品から分離しないで断熱体として使用可
能なセメント製品製造用型枠，その他のセメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），
リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファ
ルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の
専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，セメント及びその製品，木材，鉱物
性基礎材料
【36】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
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
【09】業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電気通信機械器具，電子応
用機械器具及びその部品，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【28】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，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
【09】業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電気通信機械器具，電子応
用機械器具及びその部品，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【28】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，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］
2005.10.21 願書
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.12 拒絶査定
2006.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,28

【09】業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電気通信機械器具，電子応
用機械器具及びその部品，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【28】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，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］
2005.10.25 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.13 拒絶査定
2006.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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
2005.10.26 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 意見書
2006.07.11 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類

19,36,37

211

ｅ－外断

通常 2005-098645

09,28
212

ナンプレトレーナー

通常:
2005-100123
標準

09,28

213

214

215

216

数独トレーナー

Ｓｕｄｏｋｕ Ｔｒａｉｎｅｒ

一発起動

オイルカット

通常:
2005-100124
標準

通常 2005-100125

通常:
2005-100234
標準

通常:
2005-100235
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］
2005.10.25 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.13 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.13 拒絶査定
2006.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 意見書
2006.07.11 拒絶査定
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No.

217

218

商標（見本）

商標

背すじピン！

ＳＵＰＥＲ ＳＥＣＵＲＩＴＹ

種別 出願番号

区分

シームレス

09,16,35,38,41,42

【09】電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び
その他の記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，電気
計算機，電子計算機用プログラム，電子出版物
【16】書籍，出版物，印刷物
【35】ゲームソフト・ビジネスソフト・教育ソフト・マルチメディアソフト・シミュレーションソフトの
販売に関する情報の提供，コンピュータ・ソフトウェア・電気通信及びこれらに関連するオ
フィステクノロジーの分野における商品の販売促進及び役務提供の促進のための展示会
の企画・運営又は開催，コンピュータソフトウェア・ハードウェアの販売に関する情報の提
供，コンピュータ関連機器及びコンピュータ関連機器のソフトウェアの販売に関する情報の
提供，書籍・医薬品・音楽用コンパクトディスク・ビデオソフトその他の商品の販売に関する
情報の提供，通信によるソフトウェアの販売に関する情報の提供，電子計算機端末による
コンピュータソフトウェア・書籍・出版物・オーディオカセット・ビデオカセット・コンパクトディス
ク・フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・その他の商品の販売に関する情報の
提供，電子計算機の操作に関する指導及び助言
【38】携帯電話・小型携帯用無線呼出し機その他の通信機器による通信，電子メール・電
話・ファクシミリ・その他の電子計算機端末による通信，携帯電話・小型携帯用無線呼出し
機・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与，無線通信機器の貸与，携帯電話・小型
携帯無線呼出し機・電話の加入契約の媒介・取次ぎ・代行，電子メールによる通信への加
入契約の取次ぎ・代理及び媒介
【41】コンピュータ端末による技芸・スポーツ又は知識の教授，インターネット等コンピュータ
ネットワーク及び通信回線端末による技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運
営又は開催，資格検定試験の企画・運営・実施，セミナーの企画・運営又は開催に関する
情報の提供，資格検定試験の企画・運営・実施に関する情報の提供，電子出版物の提
供，インターネット又はその他コンピュータネットワークを利用した音楽・映画・ゲーム・アニ
メーションの提供
【11】継ぎ目である口金を排した蛍光灯

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.11 拒絶査定

【12】手押し車，買物用手押し車，ワゴン型手押し車，老人用手押し車，老人用買物手押し
車，腰掛け機能を備えた老人用買物手押し車
【18】つえ，つえの柄，ステッキおよびつえ用滑り止め具，腰掛け可能なつえ
【25】運動靴，雨靴，編上靴，オーバーシューズ，作業靴，サンダル靴，短靴，長靴，婦人
靴，防寒靴，メリヤス製靴，木綿製靴，高齢者向けの靴，デニム製靴，靴の甲被がファス
ナーにより開閉する靴，光明滅器を組み込んだ靴，靴のかかと，靴のかかと用クッション，
靴のかかと用パッド，靴中敷き，靴専用光明滅器，靴用滑止め具
【09】情報技術関連の法規集を記憶させたＣＤ－ＲＯＭその他の記憶媒体，情報技術関連
の法規集の全部又は一部を録音したコンパクトディスク・磁気カード・磁気シート・磁気テー
プ，コンピューターネットワークを通じてダウンロード可能な情報技術関連の法規集
【16】六法全書
【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，テレビジョン放送，有線テ
レビジョン放送，ラジオ放送，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】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

通常:
2005-101917
標準

通常:
2005-102855
標準

通常:
2005-103348
標準

12,18,25
220

自立

通常:
2005-104675
標準
09,16,38,42

221

ケータイ＼六法

通常 2005-104901

※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，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），医療用手袋，家庭用マッサー 2005.10.31 願書
2005.11.08 認定･付加情報
ジ器，しびん，病人用便器，耳かき
2006.05.31 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))
2006.07.07 手続補正書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.07 意見書
2006.07.20 拒絶査定

11

219

指定商品・役務

10
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.12 手続補正書
2006.07.12 意見書
2006.07.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定
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No.

222

223

224

225

226

商標（見本）

商標

ヘアウェア

ナチュール

ＬＯＴＯ６

筋トレ楽?ね

ＧＬ４２０

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【10】植毛用人工毛髪
【17】化学繊維（織物用のものを除く。），化学繊維糸（織物用のものを除く。）
【26】増毛用人工毛髪，入れ毛，かつら，その他の頭飾品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.10 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 意見書
2006.06.12 手続補足書
2006.06.12 認定･付加情報
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
2006.10.20 手続補正書
2006.10.23 手続補足書

10,17,26

【10】植毛用人工毛髪
【17】化学繊維（織物用のものを除く。），化学繊維糸（織物用のものを除く。）
【26】増毛用人工毛髪，入れ毛，かつら，その他の頭飾品

09,16

【09】電子出版物
【16】ニューズレター，カタログ，パンフレット

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.16 意見書
2006.06.19 手続補足書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.07.14 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
2006.11.06 手続補正書(方式)
2006.11.07 手続補足書
2007.03.31 登録料納付
［登録］
2007.03.28 登録査定書
2007.03.31 設定納付書
2007.05.01 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.28 拒絶査定

10,28

【10】医療用機械器具
【28】運動用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

12

【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動力
伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，その他の陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗難警
報器，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにそ
の部品及び附属品（タイヤ及びチューブを除く。），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］
2005.11.14 願書
2006.01.31 優先権証明書提出書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.02.28 認定･付加情報
2006.03.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

通常:
2005-105420
標準

通常:
2005-105423
標準

通常:
2005-106473
標準

通常:
2005-106645
標準

優先 2005-106720

※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

10,17,26
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

227

ＧＲＯＵＰＶＩＳＩＯＮ

通常:
2005-108787
標準

09

228

ＲＡＭ―ＳＴＡＣＫ

優先:
2005-118432
標準

09,16,39,41

229

ポッドウォーク

通常:
2005-121823
標準

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

指定商品・役務

中間記録

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.05 意見書
2006.07.28 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.06.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 意見書
2006.07.21 手続補足書
2006.07.31 拒絶査定
2006.08.18 認定･付加情報
2006.10.06 手続補正書(方式)
2006.10.06 手続補足書
2007.08.03 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］
2007.07.30 登録査定書
2007.08.03 設定納付書
2007.09.04 登録証

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2005.12.20 優先権証明書提出書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.01.25 認定･付加情報
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.18 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,14,18,25

230

極楽堂

通常:
2006-000802
標準

09

231

ベビー手話

指定商品・役務

中間記録

【09】眼鏡，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，その他の電気通
信機械器具，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，磁心，抵抗線，
電極，ダウンロード可能な音楽又は音声，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコー
ド，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－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，録画済みビデオテープ・ビデ
オディスク及びその他の記録媒体，ダウンロード可能な画像・映像・文字，電子出版物，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，業務用テレビゲーム機，耳栓，加工ガラス（建
築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，
検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動
計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカード
システム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売
機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火
栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警
報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機
械式の道路標識，潜水用機械器具，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュ
レーター，運動技能訓練用シミュレーター，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，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，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，計
算尺
【14】身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，貴金属製のがま口及び財布，貴金
属製コンパクト，キーホルダー，時計，貴金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく
【09】映写フィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.20 意見書
2006.07.07 拒絶査定

分割:
2006-007499
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.08 意見書
2006.07.07 拒絶査定
2006.10.04 手続補正書(方式)
2007.02.28 登録料納付
2007.04.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.02.19 登録査定書
2007.02.28 設定納付書
2007.03.20 登録証
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３条拒絶（機械）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

232

ナビアプリ＼Ｎａｖｉ Ａｐｐｌｉ

分割 2006-016477

11

233

スキントレーニング美肌法

部活

【09】携帯電話用ストラップ及びホルダー，携帯電話用ネックストラップ，携帯電話用スク
リーンカット，携帯電話用ケース及びバッグ，その他の携帯電話の部品及び附属品，その
他の電気通信機械器具，マウスパッド，その他の電子応用機械器具及びその部品
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製宝石箱，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝
玉及びその模造品，宝玉の原石，時計
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，かばん用・袋物用のストラップ，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.03.01 手続補足書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.06 認定･付加情報
2006.04.10 早期審査に関する事情説明書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.22 早期審査に関する報告書
2006.05.26 早期審査選定結果の通知書
2006.06.20 意見書
2006.07.14 拒絶査定
2006.08.11 手続補足書
2006.09.05 手続補正書
2007.02.22 登録料納付
2007.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.02.21 登録査定書
2007.02.22 設定納付書
2007.03.27 登録証

通常:
2006-018068
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.19 意見書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.04.20 手続補足書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.07 拒絶査定
2006.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.25 手続補正書
2006.09.26 手続補足書
2006.11.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.13 登録料納付
2008.01.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.11.07 登録査定書
2007.11.13 設定納付書
2007.12.11 登録証

分割:
2006-016770
標準

09,14,18

234

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，インターネットにより提供される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，インターネットにより提供されるダウンロード可能な
移動体電話機用ゲームプログラム，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，インターネット
で提供されるダウンロード可能な音楽，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，建築物の設計に関する情報の提供，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，デザインの考案に関する情報の提供，電子計算機のプロ
グラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情
【11】家庭用電気式美顔器，その他の家庭用電熱用品類，業務用電気式美顔器，その他
の美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），蒸気式美顔器，家庭用浄水器，便
所ユニット，浴室ユニット，電球類及び照明用器具
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.03.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.24 意見書
2006.04.26 手続補足書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定

