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※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。
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No.

商標（見本）

1

2

商標

Ｅｌｅｇａｎｃｅ―Ｘ

Ｓｐｏｒｔ―Ｘ

種別 出願番号

区分

ライスプロセッサ

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附 【中間記録情報】
［審査］
属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く），陸上の乗物用の機械要素
2003.08.07 願書
2003.08.07 認定･付加情報
2004.02.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2004.04.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.04.07 手続補正書
2004.04.07 意見書
2006.08.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.18 拒絶査定
【07】穀物選別機能を有する精米機，精米機能を有する穀物選別機
【中間記録情報】
［審査］
2004.06.17 願書
2005.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.11 意見書
2005.04.11 手続補足書
2005.05.16 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定

通常:
2003-067035
標準

通常:
2003-067036
標準

通常:
2004-056263
標準

06

4

スーパーコア

通常:
2004-060982
標準

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

中間記録

【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附 【中間記録情報】
属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く），陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗 ［審査］
2003.08.07 願書
物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く），乗物用盗難警報器
2003.08.07 認定･付加情報
2004.02.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.18 拒絶査定

07

3

指定商品・役務

12

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光
式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽
類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金
属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，
犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯
金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建
具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属製
の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，
ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
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【中間記録情報】
［審査］
2004.07.01 願書
2005.03.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.13 意見書
2005.04.13 手続補足書
2005.05.23 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定
2006.10.20 手続補正書
2006.10.20 手続補足書
2007.11.27 登録料納付
［登録］
2007.10.22 登録査定書
2007.11.27 設定納付書
2007.12.25 登録証
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No.

商標（見本）

5

6

商標

Ｓｕｐｅｒ Ｃｏｒｅ

学習国語新辞典

種別 出願番号

区分

ＭＩＣＲＯ ＷＩＲＥＬＥＳＳ

09,16,41

【09】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，教育用映像周波機
械器具・教育用音声周波機械器具・その他の教育用視聴覚機械器具，電池，電線及び
ケーブル，学習指導用装置，電気通信機械器具，電子辞書，電子辞書用ソフトウェア，イ
メージ通信・音声通信・ファイル転送・電子メール送信・チャット用のピアツーピア型のイメー
ジ通信のためのコンピュータプログラム，メッセージ送信及び電子メール通信に使用するコ
ンピューターソフトウェア及びコンピュータープログラム，電子メール・チャット等の通信機能
を有する携帯電話用プログラム，電子メール・チャット等の通信機能を有する電子計算機
用プログラム，インターネットを通じて行なう電子商取引に使用するための電子計算機用プ
ログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
のプログラム，国語辞典の画像・文字情報を記録させたＣＤ－ＲＯＭ，国語辞典の画像・文
字情報を記録させた光磁気ディスク，国語辞典の画像・文字情報を記録させたＤＶＤ－ＲＡ
Ｍ，その他の国語辞典の画像・文字情報を記録させた記録媒体，国語辞典の画像・文字情
報を記録させたビデオディスク及びビデオテープ，電子メールを介して提供されるダウンロ
－ド可能な電子雑誌，検索用の電子計算機プログラムを記憶した国語辞典に関する電子
出版物
【16】辞典
【41】デジタル画像処理，インターネットを通じた教材の学習方法に関する助言，インター
ネット等の通信ネットワークを介した通信教育，通信回線を利用した対話型学習レッスン及
び学習カリキュラムを内容とする教育，オンラインによる教育上の試験の実施，コンピュー
ターネットワークを介した教育に関する情報の提供，学習指導に関する情報の提供，学習
塾・専門学校・国家資格取得講座・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校又は大学に
関する情報の提供，生涯学習に関する指導・助言，インターネットを利用した技芸・スポー
ツ又は知識の教授及びこれらに関する情報の提供，その他の技芸・スポーツ又は知識の
教授，セミナーの企画・運営又は開催，インターネット又はコンピュータネットワークを通じた
【09】自転車用計測器，その他の測定機械器具

通常:
2004-060983
標準

通常 2004-097255

通常 2004-100332

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

中間記録

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材 【中間記録情報】
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト ［審査］
2004.07.01 願書
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
2005.03.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2005.04.13 意見書
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 2005.04.13 手続補足書
2005.05.17 認定･付加情報
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 2006.08.18 拒絶査定
2006.10.23 手続補正書
金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建
具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属製 2006.10.23 手続補足書
2007.08.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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，
2007.08.02 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
2007.11.27 登録料納付
［登録］
2007.10.22 登録査定書
2007.11.27 設定納付書
2007.12.25 登録証

09

7

指定商品・役務

06
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【中間記録情報】
［審査］
2004.10.25 願書
2004.10.25 認定･付加情報
2005.04.15 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.04.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.05.25 手続補正書
2005.05.25 認定･付加情報
2005.05.25 認定･付加情報
2005.05.25 意見書
2006.08.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.02 願書
2005.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.07.20 意見書
2005.07.20 手続補足書
2005.08.18 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
2006.10.26 手続補正書(方式)
2006.10.26 手続補正書(方式)
2006.10.26 手続補足書
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No.

商標（見本）

8

9

10

商標

立体商標

袋培地栽培

Ｏ２フレッシュ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【07】オートバイ用エアクリーナー

01,07,41

【01】培養土，肥料，植物成長調整剤類
【中間記録情報】
【07】潅水用機械器具，施肥用機械器具，潅水制御用機械器具，その他の農業用機械器 ［審査］
具
2004.12.01 願書
【41】農業に関するセミナー・研修会・講習会の企画・運営又は開催，農業又は園芸に関す 2005.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
る知識の教授
2005.09.09 意見書
2005.09.14 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶査定
2006.10.30 手続補正書
2007.12.03 登録料納付
［登録］
2007.11.22 登録査定書
2007.12.03 設定納付書
2007.12.25 登録証

11

【11】換気装置，業務用空調装置，家庭用空調装置，ガス発生装置，室内の空気環境を調 【中間記録情報】
［審査］
整するための家庭用（又は業務用）電気式酸素発生機
2004.12.08 願書
2005.08.02 拒絶理由通知書(その他(第4条1項11号を
除く))
2005.08.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.09.09 手続補正書
2005.09.09 意見書
2006.08.08 拒絶査定

通常:
2004-107854
立体

通常:
2004-109749
標準

通常:
2004-112387
標準

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

中間記録

07
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【中間記録情報】
［審査］
2004.11.25 願書
2005.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.02 期間延長請求書
2005.12.28 意見書
2005.12.28 手続補足書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.02.10 上申書
2006.02.10 手続補足書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.03.22 上申書
2006.04.20 上申書
2006.06.05 上申書
2006.06.05 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
2007.01.09 手続補正書(方式)
2007.01.09 手続補正書(方式)
2007.01.10 手続補足書
2007.03.06 上申書
2007.05.10 上申書
2007.07.20 上申書
2007.07.20 手続補足書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11,20

11

ＹＯＵ ＢＲＥＡＫ ＩＴ，ＷＥ ＲＥＰ
優先 2004-113466
ＬＡＣＥ ＩＴ．．．ＦＯＲＥＶＥＲ

09

12

ゲームロボット＼ＧＡＭＥＲＯＢＯ
通常 2005-004964
Ｔ

03,05,11

13

ミント＆ソープ

通常:
2005-008129
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

【11】キセノン電球モジュールと高強度のポリカーボネートレンズを有し霧・雨等の際にもこ 【中間記録情報】
れらを通してスポット光を投光しうる懐中電灯又はヘルメット装着型のフラッシュライト，キセ ［審査］
ノン電球モジュールと高強度のポリカーボネートレンズを有し霧・雨等の際にもこれらを通し 2004.12.13 願書
てスポット光を投光しうる懐中電灯又はヘルメット装着型で再充電可能のフラッシュライト， 2005.02.14 優先権証明書提出書
再充電可能のスポットライト，スポットライト，懐中電灯，その他の電球類及び照明用器具， 2005.03.11 認定･付加情報
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 2005.03.11 認定･付加情報
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 2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
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， 2006.08.01 拒絶査定
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，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，ガス湯沸かし器，加熱
器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽類，あんどん，ちょう
ちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付き
便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用いす，家庭用汚水浄化槽，家庭
用し尿処理槽，化学物質を充てんした保温保冷具，火鉢類
【20】運動具・雑貨・写真機・電子計算機・電気機器の収容物貯蔵用の木製・竹製又はプラ
【09】耳栓，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2005.01.25 願書
2005.08.26 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
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 項11号?13号除く))
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 2005.09.27 手続補正書
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，業 2005.09.27 意見書
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 2005.09.28 職権訂正履歴(職権訂正)
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 2005.10.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.08.18 拒絶査定
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
【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
2005.11.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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， 号)
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.12.19 意見書
【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 2006.08.01 拒絶査定
2006.11.01 手続補正書
業用のものを除く。），防臭剤（身体用のもの及び工業用のものを除く。），脱臭剤（工業用
のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，
眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，おりもの専用
シート，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失
禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食
品，食餌療法用飲料
【11】家庭用電気式または電池式芳香器，家庭用電気式または電池式消臭器，家庭用電
気式または電池式芳香消臭器，家庭用電気式または電池式脱臭器，便所ユニット，浴室
ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，牛乳殺菌機，工
業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥
機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用加熱調理機械器具，業務
用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制御弁，パイプライン用栓，
汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄水装置，電球類及び照明
用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，ガス湯沸かし器，
加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽類，あんどん，
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No.

14

15

16

商標（見本）

商標

ＭＤ型ロールテンション装置

ＭＤロールテンション装置

ＭｏｖｉｅＯｎＤｅｍａｎｄ

種別 出願番号

区分

微細気泡

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.23 願書
2005.09.22 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.11.01 意見書
2005.11.02 手続補足書
2005.12.01 認定･付加情報
2005.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.17 上申書
2006.04.21 上申書
2006.06.30 意見書
2006.06.30 手続補足書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.08.24 拒絶査定

07

【07】ロールテンション装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.23 願書
2005.09.22 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.11.01 意見書
2005.11.02 手続補足書
2005.12.01 認定･付加情報
2005.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.17 上申書
2006.04.21 上申書
2006.06.30 意見書
2006.06.30 手続補足書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.08.24 拒絶査定

09,35,38,41

【09】携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うダウンロード可能な動
画，通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像，通信ネットワークを通じてダウン
ロード可能な音声・音楽・映像
【35】携帯電話機又は電子計算機端末による通信を用いて行う広告に関する情報の提供，
コンピュータデーターベースの情報構築及び情報編集
【38】インターネットを介したオンデマンド方式による音声・画像の伝送交換，インターネット
を利用した音声・文字・映像・データの伝送交換，オンデマンド方式による音声・画像の伝
送交換，オンデマンド方式による電子計算機端末による通信，ゲームオンデマンド又はビ
デオオンデマンド方式による映像・音声の伝送交換，コンピュータネトワークによる文字
データ・映像及び音声の伝送交換，コンピュータによるメッセージ及び映像の伝送交換，コ
ンピュータによる音声・画像・文字データの伝送交換，ビデオオンデマンド方式のよる音声・
画像の伝送交換，移動体電話を利用したメッセージ及び映像による通信，移動体電話又は
電子計算機端末を用いた音声・映像・文字データの伝送交換，映像・音声・データの伝送
交換，映像・音声・デジタルデータ伝送交換及びこれに関する情報の提供
【41】インターネットを通じた映像・音楽の提供，携帯電話機又は簡易型携帯電話機による
通信を用いて行う動画の提供，コンピューターネットワークを用いた映像・音声の提供，コン
ピュータネットワークによる画像・映像・音楽・ゲームの提供，コンピュータネットワークによ
る通信を通じて行う音楽及び映像の提供，コンピュータネットワークを通じての映像・音楽
の提供，ブロードバンドネットワークによる映像の提供，通信ネットワークによる画像（動画
【10】治療浴用気泡発生装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.18 願書
2005.03.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.03.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.03.25 手続補正指令書(出願)
2005.03.29 上申書
2005.05.10 認定･付加情報
2005.05.10 認定･付加情報
2005.07.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.25 意見書
2005.08.29 意見書
2005.10.14 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.20 手続却下の処分(補正指令)
2006.08.18 拒絶査定

通常:
2005-015083
標準

通常:
2005-015084
標準

通常 2005-017986

通常 2005-022688

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】ロールテンション装置

10
17

指定商品・役務

07
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【中間記録情報】
［審査］
2005.03.03 願書
2005.10.21 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))
2005.11.16 手続補正書
2006.08.11 拒絶査定
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No.

18

19

20

21

22

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【10】治療浴用気泡発生装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.03 願書
2005.10.21 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))
2005.11.16 手続補正書
2006.08.11 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］
2005.03.30 願書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.08 意見書
2005.12.08 手続補足書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び付属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.01 願書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.07 意見書
2005.12.07 手続補足書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び付属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.01 願書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.07 意見書
2005.12.07 手続補足書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

12

【12】二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.19 願書
2005.04.19 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.14 意見書
2005.12.14 認定･付加情報
2005.12.15 手続補足書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.02 拒絶査定

ナノバブル＼ＮＡＮＯＢＵＢＢＬＥ 通常 2005-022691

ＤｏｃｕｍｅｎｔＯＣＲ＼ドキュメント
通常 2005-027750
オーシーアール

Ｄａｍａｇｅｄ Ｃａｒ

ダメージカー

ｉ－ｂｉｋｅ

通常:
2005-029056
標準

通常:
2005-029059
標準

通常 2005-034916

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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No.

23

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

01,03,07,09,11,12,1
6,17,29,30,31,32,35,
36,37,38,39,40,41,4
2

【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【03】家庭用帯電防止剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，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，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリー
ム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用
砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【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，食品加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
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
【09】レゾルバ

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.11 願書
2005.05.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2005.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.19 手続補正書
2005.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.02 手続却下の処分(補正指令)
2006.08.25 拒絶査定
2006.08.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ＥＣＯ－ＬＯＧＩ．ＣＯＭ＼エコロジ
通常 2005-037178
ドットコム

09

24

インナーレゾルバ

通常:
2005-039967
標準

07

25

超速

通常:
2005-041426
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.09 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)
2005.12.16 手続補正書
2005.12.16 意見書
2006.08.15 拒絶査定

【07】軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，アクチュエータ（機械要素）（陸上の乗物用のものを 【中間記録情報】
除く。），動力伝導装置，動力伝導装置用のリニアモータ（動力伝導装置の部品）（陸上の ［審査］
2005.05.12 願書
乗物用のものを除く。），その他の動力伝導装置の部品
2005.06.15 優先権証明請求書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 意見書
2005.12.28 手続補足書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定
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No.

26

27

商標（見本）

商標

プライム＼ＰＲＩＭＥ

天上智喜

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】電球類及び照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.13 願書
2005.05.16 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.16 意見書
2006.01.16 手続補足書
2006.01.16 手続補足書
2006.01.16 手続補足書
2006.01.16 代理人受任届
2006.02.13 認定･付加情報
2006.02.13 認定･付加情報
2006.02.13 認定･付加情報
2006.02.13 認定･付加情報
2006.02.13 認定･付加情報
2006.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 拒絶査定

09

【09】録音済みＣＤ－ＲＯＭ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子計算機用プログラムを記憶させた
ＣＤ－ＲＯＭ，レコード盤，ＭＰ３プレーヤー，ビデオレコーダー，コンパクトディスクプレー
ヤー，音楽を録音したオーディオテープ，音楽を録音したビデオテープ，音楽を録音したコ
ンパクトディスク，音楽以外を録音したオーディオテープ，音楽以外を録音したビデオテープ

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.09.15 優先権証明書提出書
2005.10.17 認定･付加情報
2005.10.17 認定･付加情報
2005.11.07 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))
2006.02.06 期間延長請求書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.03.07 意見書
2006.03.08 手続補足書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.04.10 認定･付加情報
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))
2006.08.01 手続補正書
2006.08.01 意見書
2006.08.02 手続補足書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.31 拒絶査定
2007.02.08 手続補正書
2007.02.08 手続補足書
2007.09.18 登録料納付
［登録］
2007.08.28 登録査定書
2007.09.18 設定納付書
2007.10.09 登録証

通常 2005-042113

優先 2005-054085

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

中間記録

11
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

28

29

商標（見本）

商標

天上智喜華

喜悦ＤＡＮＡ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09

区分

【09】録音済みＣＤ－ＲＯＭ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子計算機用プログラムを記憶させた
ＣＤ－ＲＯＭ，レコード盤，ＭＰ３プレーヤー，ビデオレコーダー，コンパクトディスクプレー
ヤー，音楽を録音したオーディオテープ，音楽を録音したビデオテープ，音楽を録音したコ
ンパクトディスク，音楽以外を録音したオーディオテープ，音楽以外を録音したビデオテープ

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.09.15 優先権証明書提出書
2005.10.17 認定･付加情報
2005.10.17 認定･付加情報
2005.11.07 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))
2006.02.06 期間延長請求書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.03.07 意見書
2006.03.08 手続補足書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.04.07 認定･付加情報
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))
2006.08.01 手続補正書
2006.08.01 意見書
2006.08.02 手続補足書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.31 拒絶査定

09

【09】録音済みＣＤ－ＲＯＭ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子計算機用プログラムを記憶させた
ＣＤ－ＲＯＭ，レコード盤，ＭＰ３プレーヤー，ビデオレコーダー，コンパクトディスクプレー
ヤー，音楽を録音したオーディオテープ，音楽を録音したビデオテープ，音楽を録音したコ
ンパクトディスク，音楽以外を録音したオーディオテープ，音楽以外を録音したビデオテープ

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.09.15 優先権証明書提出書
2005.10.17 認定･付加情報
2005.10.17 認定･付加情報
2005.11.07 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))
2006.02.06 期間延長請求書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.03.07 意見書
2006.03.08 手続補足書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.04.07 認定･付加情報
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))
2006.08.01 手続補正書
2006.08.01 意見書
2006.08.02 手続補足書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.31 拒絶査定

優先 2005-054086

優先 2005-054087

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

30

31

商標（見本）

商標

智聲Ｓｕｎｄａｙ

ラウンドディスプレイ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09

区分

【09】録音済みＣＤ－ＲＯＭ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子計算機用プログラムを記憶させた
ＣＤ－ＲＯＭ，レコード盤，ＭＰ３プレーヤー，ビデオレコーダー，コンパクトディスクプレー
ヤー，音楽を録音したオーディオテープ，音楽を録音したビデオテープ，音楽を録音したコ
ンパクトディスク，音楽以外を録音したオーディオテープ，音楽以外を録音したビデオテープ

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.09.15 優先権証明書提出書
2005.10.17 認定･付加情報
2005.10.17 認定･付加情報
2005.11.07 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))
2006.02.06 期間延長請求書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.03.07 意見書
2006.03.08 手続補足書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.04.14 認定･付加情報
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))
2006.08.01 手続補正書
2006.08.01 意見書
2006.08.02 手続補足書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.31 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】録画済みＤＶＤ，コンパクトディスク，ミニディスク，コンパクトディスク用ケース，カセット
用ケース，ＣＤ－ＲＯＭ，デジタルコンパクトカセットテープ，デジタルオーディオレコーダー
用テープ，レコード，ＭＰ３インターネットウェブサイトから提供されるダウンロード可能なデ
ジタル音楽，ビデオカセットテープ，オーディオカセットテープ，音楽演奏録音済みレコード，
音楽演奏録画済みビデオカセットテープ，オンラインにより提供されるダウンロード可能な
音楽，インターネットからダウンロード可能なデジタル音楽，通信ネットワークを通じてダウ
ンロード可能な音楽及び映像，リングトーン，音楽家又は音楽演奏を内容とする映画，音楽
又は音楽家による演奏・ダンスの映像を記録したインターネット・その他の通信ネットワーク
からダウンロード可能な記録媒体，電子メール・インスタントメッセージング・その他の電子
メッセージ通信によりダウンロード可能な電子出版物，オンラインにより提供され又はイン
ターネットその他の通信ネットワークを通じてダウンロード可能な娯楽・音楽・舞踊・インタ
ビュー・音楽ビデオ・ファンクラブサービス及び行事等に関する話題を内容とする電子出版
物，データベース・インターネット・その他の通信ネットワークからダウンロード可能な娯楽
情報に関する電子出版物，ダウンロード可能なデジタル音楽，ＭＰ３インターネットウェブサ
イトから提供されるダウンロード可能なデジタル音楽，サングラス，普通眼鏡，その他の眼
鏡，レンズ，枠，その他の眼鏡の部品及び付属品
【16】広告及び販売促進用印刷物，ポスター，歌詞付き楽譜，パンフレット，紙製旗，楽譜，
絵本，塗り絵本，童話集，紙製掲示板，折り畳みポスター集，１枚刷り楽譜集，ＤＶＤ用ケー
ス付ブックカバー，ポストカード，写真，写真立て，ニューズレター，ステッカー，カレンダー，
グリーティングカード，トレーディングカード，ペン，鉛筆，筆記用具ケース，消ゴム，マー
カー，クレヨン，チョーク，便箋，ノートブック，ブックカバー，日記帳，バンパーステッカー，書
籍，雑学に関する書籍，ギター用コード・運指等を付記した楽譜，旅行に関する書籍，百科
辞典，漫画本，写真集，音楽及び娯楽に関する雑誌，その他の印刷物
【25】半ズボン，ジャージー製被服，ブラウス，ワイシャツ，タンクトップ，ティーシャツ，ポロ

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.16 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第4条各号+第4条1項11
号)
2006.02.09 意見書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2005.07.04 優先権証明書提出書
2005.08.08 認定･付加情報
2005.08.08 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
2006.04.10 認定･付加情報
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.05.10 手続補足書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.06.07 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定

優先 2005-054088

通常:
2005-054392
標準

09,16,25,41

32

＋４４

優先:
2005-057183
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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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,38

33

テレビリンク

通常:
2005-057532
標準

06,09,11,17,37,39,4
5

34

ホームセキュリティ７

通常 2005-059829

09,38

35

図形商標

通常 2005-061080

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【16】印刷物，文房具類
【06】金庫
【09】消火器，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，インターホン，防犯用ビデオカメ
ラ，家庭用の防犯・防災監視制御機械器具
【11】自動点灯式照明器具
【17】ガラスに貼着する窓ガラス強化用又は窓ガラス飛散防止用又は紫外線遮断用のプラ
スチックフィルム及びシート
【37】消火器・火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器・インターホン・防犯用ビデオカメ
ラ・家庭用の防犯・防災監視制御機械器具・自動点灯式照明器具等の設置工事，火災報
知機の修理又は保守，ガス漏れ警報器の修理又は保守，盗難警報器の修理又は保守，イ
ンターホンの修理又は保守，防犯用ビデオカメラの修理又は保守，家庭用の防犯・防災監
視制御機械器具の修理又は保守，自動点灯式照明器具の修理又は保守，金庫の修理又
は保守
【39】金庫の貸与
【45】施設の警備，身辺の警備，火災報知機の貸与，ガス漏れ警報器の貸与，盗難警報器
【09】電気及び電子通信及び遠距離通信用装置及び器具，通信及び遠距離通信用装置及
び器具，データの処理・ロギング・保存・伝送・検索又は受信用の電気及び電子装置及び
器具，音・画像又は符号化されたデータの記録・伝送又は再生用の装置及び器具，写真装
置・器具及び備品，画像処理装置・器具及び備品，テレビジョン装置及び器具，ホログラ
ム，コンピュータ，コンピュータ用周辺機器，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回
路，コンピュータプログラム，コンピュータソフトウェア，磁気データ媒体であるディスク・テー
プ及びワイヤ，未記録及び記録済みの磁気カード，ＣＤ－ＲＯＭ，磁気・デジタル及び光学
式データキャリア，磁気・デジタル及び光学式データ記録及び記憶媒体（未記録及び記録
済みのもの），インターネットから提供されるコンピュータソフトウェア，コンピュータデータ
ベース又はインターネットからオンラインで提供される電子出版物（ダウンロード可能なも
の），データベース及びインターネットへの接続を可能にするコンピュータソフトウェア及び
遠距離通信用装置（モデムを含む。），データの検索を可能にするコンピュータソフトウェ
ア，コンピュータデータベース又はインターネットから提供されるデジタルミュージック（ダウ
ンロード可能なもの），ＭＰ３インターネットウェブサイトから提供されるデジタルミュージック
（ダウンロード可能なもの），インターネットから受信された音楽の再生用デバイス，ＭＰ３プ
レーヤー，衛星送信機及び受信機，電線及びケーブル，抵抗線，電極，呼出し・無線呼出
し及び無線電話装置及び器具，電話機・移動電話機及び電話用送受話器，電話機及び電
話用送受話器用附属品，電話機用アダプタ，電話機用充電器，ハンズフリーでの電話用送
受話器の使用を可能にするラウドスピーカーを組み込んだ机又は車に取り付けられたユ
ニット，車内用の電話用送受話器台，携帯電話機及び電話機器及び附属品の保持又は携
帯用に特別仕様されたバッグ及びケース，コンピュータ化されたパーソナルオーガナイ
ザー，アンテナ，電池，マイクロプロセッサ，キーボード，モデム，電子グローバルポジショニ
ングシステム，電子ナビゲーション及びポジショニング装置及び器具，監視（生体内監視を
除く。）装置及び器具，無線装置及び器具，電気制御・試験（生体内試験を除く。）・信号・検
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.24 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.30 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.16 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.02.20 手続補正書
2006.02.20 意見書
2006.02.20 手続補足書
2006.02.24 刊行物等提出書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.28 刊行物等提出による通知書
2006.08.22 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.04 願書
2006.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.12 期間延長請求書
2006.08.18 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

36

Ｏ２Ｒ

通常:
2005-065038
標準

09
37

できるビジネスマン＼になる

ＣＯ２ＣＲＥＤＩＴ＼ＣＯ２クレジット 通常 2005-067654

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.14 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.27 意見書
2006.03.01 手続補足書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

【09】金銭登録機，現金自動預金支払機，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調
相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電
気ブザー，電気通信機械器具，電子計算機，電子計算機用プログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テ
レビゲームおもちゃ用のプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レ
コード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウン
ロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒
体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売
されるものを含む。）
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供，情報処理及び情報通信ネットワークに関する事業の管理・運営，情報処理及び情報通
信ネットワークの運営に関する事業の管理・運営，事業の管理又は運営に関する助言及び
援助，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，筆耕，書類の複製，文書又は
磁気テープのファイリング，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タ
イプライター及びワードプロセッサの貸与，電子計算機及び電子計算機用プログラムの設
計・作成又は保守に関する技術者のあっせん，その他の職業のあっせん，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，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に関する情報の提供，コンピュー
ターデータベースへの情報編集及び情報構築，コンピューターによるファイルの管理，通信
販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行，求人情報の提供，自動販売機の貸与，
電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行
【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に関す
る情報の提供，資金の貸付け及び手形の割引に関する情報の提供，内国為替取引に関
する情報の提供，債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供，有価証券の貸付

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.15 意見書
2006.08.11 拒絶査定

通常 2005-066243

09,35,36,39,40,42

38

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
【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，録音済みのコ
ンパクトディスク，その他のレコード，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版
物
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.01 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.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】金銭登録機，現金自動預金支払機，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調
相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電
気ブザー，電気通信機械器具，電子計算機，電子計算機用プログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テ
レビゲームおもちゃ用のプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レ
コード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウン
ロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒
体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売
されるものを含む。）
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供，情報処理及び情報通信ネットワークに関する事業の管理・運営，情報処理及び情報通
信ネットワークの運営に関する事業の管理・運営，事業の管理又は運営に関する助言及び
援助，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，筆耕，書類の複製，文書又は
磁気テープのファイリング，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タ
イプライター及びワードプロセッサの貸与，電子計算機及び電子計算機用プログラムの設
計・作成又は保守に関する技術者のあっせん，その他の職業のあっせん，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，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に関する情報の提供，コンピュー
ターデータベースへの情報編集及び情報構築，コンピューターによるファイルの管理，通信
販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行，求人情報の提供，自動販売機の貸与，
電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行
【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に関す
る情報の提供，資金の貸付け及び手形の割引に関する情報の提供，内国為替取引に関
する情報の提供，債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供，有価証券の貸付
【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】診断用機械器具，医療用機械器具
【42】医療のための試験・検査又は研究，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究
【44】臨床検査，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.15 意見書
2006.08.11 拒絶査定

11

【11】暖冷房装置及びその附属品，家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.02 手続補正書
2006.03.02 意見書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 拒絶査定

09

【09】録音済み又は録画済み光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ビデオディス 【中間記録情報】
ク・ビデオテープ・映写フィルム・スライドフィルム及びその他の記憶媒体，画像・映像・音
［審査］
楽・音声・文字情報を記憶させた光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ビデオ
2005.07.11 願書
ディスク・ビデオテープ・映写フィルム・スライドフィルム及びその他の記憶媒体，電子出版
2005.08.08 認定･付加情報
物（ダウンロード可能なものを含む。），インターネットを通じてダウンロード可能な写真・映
2006.04.12 職権訂正履歴(職権訂正)
像・音楽・音声，携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いてダウンロード可能 2006.04.21 職権訂正通知書(職権訂正)
な画像・映像・音楽・音声
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 拒絶査定

09,35,36,39,40,42

39

ＣＤＭＣＲＥＤＩＴ＼ＣＤＭクレジッ
通常 2005-067728
ト

01,05,09,10,42,44
40

41

42

ｆｒｏｍ Ｃｕｒｅ ｔｏ Ｃａｒｅ

ハイブリッドファン

通常 2005-067836

通常:
2005-068401
標準

ハイビジョンアーカイブス＼ＨＩＶ
通常 2005-068507
ＩＳＩＯＮ ＡＲＣＨＩＶＥＳ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.07.22 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.15 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

43

Ｐｏｗｅｒ Ｐａｃｋ

通常:
2005-069279
標準

11

44

楽々ソケット

通常:
2005-069742
標準

19
45

46

47

尾鷲ヒノキ

通常 2005-071352

信州木製ガードレール

通常:
2005-071866
標準

サイレンスウォール

通常:
2005-071870
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 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2005.07.27 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
2005.07.27 認定･付加情報
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
2006.02.17 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
2006.03.29 手続補正書
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告 2006.03.29 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ 2006.06.28 意見書
2006.06.29 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
2006.08.04 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，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，映写フィルム，スライドフィルム，ス
【11】電球類及び照明用器具用ソケット
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.14 手続補正書
2006.03.14 意見書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.07.13 手続補正書
2006.08.04 拒絶査定
【19】木材
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 拒絶査定

19

【19】道路用木製ガードレール

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 拒絶査定

19

【19】コンクリート製擁壁用ブロック，セメント製壁板，その他のセメント製壁材

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.04 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

48

うごく 歌詞待受

通常 2005-072128

07

49

グラウトガン

バーコードリーダー＆メーカー

通常:
2005-074982
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.03 認定･付加情報
2005.11.25 代理人辞任届
2005.11.25 認定･付加情報
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.07 拒絶査定

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
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］
2005.08.10 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.15 拒絶査定

通常:
2005-074581
標準

09

50

指定商品・役務
【09】インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用してダウ
ンロード可能な音楽・音声データ・映像・待受用の歌詞付画像（動画及び静止画を含む）・
待受用の歌詞及び音声付画像（動画及び静止画を含む）・待受用の歌詞及び音楽付画像
（動画及び静止画を含む）・着信用音源並びに音楽用プログラム，コンピュータネットワーク
を通じてダウンロードされる音楽，音声データ・着信用音源並びに音楽を録音済みの電子
回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ
等の記録媒体，その他のレコード・メトロノーム，電気通信回線を通じてダウンロード可能な
画像・電子出版物，電気通信回線を通じてダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログ
ラム・その他の電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，業
務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，業務用テレビゲーム機用のゲームプ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，家庭用テ
レビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テー
プ・その他の記録媒体，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子
回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，電子楽器用自動演奏プログラムを記
憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，録画済ビデオディスク
及びビデオテープ，携帯電話機・簡易型携帯電話機（ＰＨＳ）・その他の電気通信機械器
具，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，電動式扉自動開閉装
【07】コンクリート構造物のひび割れ補修用の機械式補修材注入器

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.14 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.04 手続補正書(方式)
2005.11.07 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.15 願書
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.07 上申書
2006.05.07 上申書
2006.06.28 手続補正書
2006.06.28 意見書
2006.08.04 拒絶査定

09

【09】電子計算機用プログラム，ダウンロードにより提供される電子計算機用プログラム，電
子出版物，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ＭＯ・磁気
ディスク・磁気テープ，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子応用機械器具及び
その部品
【42】電子計算機用プログラムの提供・貸与，アプリケーションサービスプロバイダによる電
子計算機用プログラムの提供・貸与，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プロ
グラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。）の貸
与，電子計算機用プログラムのインストール，電子計算機用プログラムの設計・作成又は
保守，電子計算機用プログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明，ローカルエリ
アネットワークシステム及びワイドエリアネットワークシステムの設計，インターネットサーバ
またはイントラネットサーバの設計，情報システム構築のための機器の設計並びにコン
ピュータ及びコンピュータソフトウェアの設計・作成に関するコンサルティング，電子計算機
のセキュリティシステムのためのプログラムの設計・作成又は保守及びその助言，コン
ピュータセキュリティシステム及びこれに係る機器の設計及びこれに関する助言又は情報
【09】電子計算機用プログラム，ダウンロードにより提供される電子計算機用プログラム，電
子出版物，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ＭＯ・磁気
ディスク・磁気テープ，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子応用機械器具及び
その部品
【42】電子計算機用プログラムの提供・貸与，アプリケーションサービスプロバイダによる電
子計算機用プログラムの提供・貸与，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プロ
グラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。）の貸
与，電子計算機用プログラムのインストール，電子計算機用プログラムの設計・作成又は
保守，電子計算機用プログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明，ローカルエリ
アネットワークシステム及びワイドエリアネットワークシステムの設計，インターネットサーバ
またはイントラネットサーバの設計，情報システム構築のための機器の設計並びにコン
ピュータ及びコンピュータソフトウェアの設計・作成に関するコンサルティング，電子計算機
のセキュリティシステムのためのプログラムの設計・作成又は保守及びその助言，コン
ピュータセキュリティシステム及びこれに係る機器の設計及びこれに関する助言又は情報
【09】リモートコントローラ

06

【06】ねじくぎ，その他の金属製金具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

12

【12】自動車の部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

12

【12】自動車の部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

09,42

51

第三の決算書

通常:
2005-076315
標準

09,42

52

53

54

55

56

第３の決算書

オール ｉｎ ワン リモコン

ポールＡＦアンカー

Ｄ１ ＳＥＲＩＥＳ

Ｄ１ Ｔｙｐｅ

通常:
2005-076316
標準

通常:
2005-078981
標準

通常 2005-079061

通常 2005-079674

通常 2005-079678

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.15 願書
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.07 上申書
2006.05.07 上申書
2006.06.28 手続補正書
2006.06.28 意見書
2006.08.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

57

58

59

60

61

62

63

商標（見本）

商標

汚れんコーティング

ユーロトレンド＼ＥＵＲＯ ＴＲＥ
ＮＤ

４＼ＷＩ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【06】鉄及び鋼，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 拒絶査定

19

【19】建具（金属製のものを除く。），扉（金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.02 拒絶査定

09,42

【09】基地局無線通信機械器具，アンテナ，電気通信機械器具用モジュール，トランシー
【中間記録情報】
バー，その他の電気通信機械器具，無線通信網の監視・操作・管理・更新・認証・暗号化の ［審査］
ためのコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具 2005.08.29 願書
及びその部品，配電又は制御用の機械器具，電池，電線及びケーブル，電池
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【42】無線通信網の分野における技術的助言，無線通信網の分野におけるデザインの考 条1項11号を除く))
2006.05.17 期間延長請求書
案，機械器具に関する試験又は研究
2006.08.18 拒絶査定

09

【09】火災報知機，ガス漏れ警報器，消火器，スプリンクラー消火装置，盗難警報器

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機 【中間記録情報】
［審査］
械器具及びその部品，電子出版物
2005.09.01 願書
2005.09.01 認定･付加情報
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.08 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 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)
2006.08.04 拒絶査定

通常:
2005-079813
標準

通常 2005-079831

通常 2005-080484

ハウスガード＼ＨＯＵＳＥＧＵＡＲ
通常 2005-081290
Ｄ

Ｉｎｆｉｎｉｔｙ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

ＣＯＮＮＥＣＴ Ｐｌａｙｅｒ

ＳＩＰｎｅｔ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ

通常:
2005-081755
標準

通常:
2005-083317
標準

通常:
2005-083339
標準

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

中間記録

06
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.02 拒絶査定
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No.

64

65

66

商標（見本）

商標

ＣＡＰＳＵＬＥ＼カプセル

ＵＳＢｐｈｏｎｅ

立体商標

種別 出願番号

区分

ＦｉｎｅＰｉｃｔｕｒｅＣｏｄｅ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.18 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具

05,10,44

【05】薬剤，獣医科用剤，医療用生理薬，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カ
プセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ
取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
【10】医療用機械器具，薬剤の使用を助けるための医療用機械器具，医療用注射器，お
しゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，
氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材
料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，家庭用電気
マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【44】医業，獣医業，衛生管理，美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭
園樹の植樹，肥料の散布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するも
のに限る。），あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，
医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植
木の貸与，農業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美
容院用又は理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与
【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
【07】電気洗濯機，食器洗浄機，床及びカーペット用掃除・磨き・洗浄機，電気掃除機，床及
びカーペット用ドライクリーニング機，床及びカーペット洗浄機用洗浄剤拡散装置，電気掃
除機用ホース，電気掃除機用フィルター，電気掃除機・カーペット洗浄機・床磨き機用部品
及び附属品，電気掃除機に使用される気流からゴミ・塵を分離する装置，屋内電気器具用
電動機，スイッチリラクタンス電動機，その他の電動機（陸上の乗り物用のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.09 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)
2006.08.11 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
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))
2006.08.21 拒絶査定

通常 2005-084153

通常:
2005-084451
標準

通常:
2005-084456
立体

通常:
2005-084755
標準

07

68

ＤＣ＼１２

通常 2005-085161

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】冷凍機械器具

09

67

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 意見書
2006.08.11 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.04.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 意見書
2006.08.02 拒絶査定
2006.10.31 手続補足書
2007.08.02 登録料納付
［登録］
2007.07.18 登録査定書
2007.08.02 設定納付書
2007.08.28 登録証
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,42

69

ＫｅｉｔａｉＡｆｆｉｌｉａｔｅ

通常:
2005-085726
標準

09,42

70

ＩＭＡＧＥ ＦＩＬＴＥＲ

通常:
2005-086547
標準

12
71

Ａｄｖａｎｃｅｒ

通常:
2005-087475
標準

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

指定商品・役務
【09】金銭登録機，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，電気通信機械器
具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，メトロ
ノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウン
ロード可能な音声・音楽・画像・映像・文字・図表，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，広告の代理・媒介又は取次ぎ，インターネットにおける広告用スペースの提供，
トレーディングスタンプの発行，販売促進のためのポイントの発行及び管理，経営の診断
又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，財務書類の作成，
財務書類の監査又は証明に関する情報の提供，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，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，広告用具の貸与，求
人情報の提供，商品の売買契約の仲介，商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介，コン
ピュータによるオンラインでの商品の受注・発注事務の代行，コンピュータデータベースへ
の情報構築及び情報編集
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，ウェブサイトに関するデザインの考案及びこれ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・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，計測器の貸与，電子計算機の貸与，インターネッ
【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
【12】自転車，三輪車，電動自転車，原動機付き自転車，電動スクーター，電気自動車，自
動車の車体，陸上の乗物用の原動機，始動装置，陸上の乗物用のエンジン，電気機関
車，オート三輪車，動力伝導用ベルト（陸上の乗り物用の機械要素），車いす，電動車いす
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2005.09.14 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.01 拒絶査定
2007.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.15 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,02,04,07,12

72

ＢＥＳＴＦＩＸ

74

09

【09】ネットワークサーバ，サーバコンピュータ，サーバコンピュータ用マザーボード，ネット
ワークサーバ・サーバコンピュータへのアクセス及びこれらとの通信のためのコンピュータ
プログラムを記憶させた記録媒体

19,21,37

【19】プラスチック製建築専用材料
【21】植木鉢
【37】建築一式工事，土木一式工事，屋根工事

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.17 手続補正書
2006.05.17 意見書
2006.07.07 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.07 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.07 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.10.31 手続補正指令書(出願)
2005.11.07 手続補正書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.03.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.29 拒絶査定

通常:
2005-087645
標準

75

Ｓｍａｒｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｎｓ
ｏｌｅ＼スマートマネージメントコ 通常 2005-088052
ンソール

Ｓｍａｒｔ Ｐｏｌｉｃｙ Ｓｅｒｖｅｒ＼ス
マートポリシーサーバー

等圧

通常 2005-088054

通常:
2005-088175
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］
2005.09.20 願書
2005.09.20 手続補足書
2005.11.01 認定･付加情報
2005.11.07 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.30 意見書
2006.08.04 拒絶査定

09

73

指定商品・役務
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の具，防錆
グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印
刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろう
そく
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
【09】理化学機械器具，測定機械器具，電気磁気測定器，電線及びケーブル，光学機械器
具，電気通信機械器具，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁
気テープ・光ディスク・光磁気ディスク，その他の電子応用機械器具及びその部品，電気計
算機，写真機械器具，電気ブザー
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 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)
2006.05.17 手続補正書
2006.05.17 意見書
2006.07.07 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.07 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.07 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
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No.

76

77

78

79

商標（見本）

商標

ＯｐＡｍｐＰｒｏ

メディカルＯ２

種別 出願番号

区分

10

【10】人が中に入って横たわれる様に作られた密閉容器とこれに圧力をかけた酸素を供給 【中間記録情報】
するための酸素供給器とからなる血中の溶解酸素濃度を上げるために用いられる圧力酸 ［審査］
2005.09.22 願書
素供給装置，医療用機械器具
2005.09.22 手続補足書
2005.10.03 認定･付加情報
2005.10.03 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 拒絶査定

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］
2005.09.22 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
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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
第4条1項11号)
テープ，電子出版物
2006.08.01 拒絶査定

06,12,19,20

【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，ワイヤーロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標
札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属
製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製
建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属
製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，
ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
【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，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，リアカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ
んが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築
専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建
築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製
の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製の
ものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその

優先:
2005-088885
標準

通常:
2005-088903
標準

通常:
2005-089235
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】低速及び高速の電圧をフィードバックする増幅器を有する集積回路システムに用いる 【中間記録情報】
半導体電子回路設計用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア，その他の電子応用 ［審査］
2005.09.22 願書
機械器具及びその部品，電気通信機械器具
2005.12.20 優先権証明書提出書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

ｓｍａｒｔＢｒｏｗｓｅｒ＼スマートブラ
通常 2005-088973
ウザ

ユニバーサルプラジョイント

指定商品・役務

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.09.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.19 意見書
2006.08.18 拒絶査定

2008/5/8
23／62

３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

80

81

商標（見本）

商標

やり込み∞ＹＡＲＩ＼ＫＯＭＩ

電子会計実務検定試験

種別 出願番号

区分

ムシブロック

09,16,35,41

【09】学習参考書・その他の刊行物の内容を記憶させたＣＤ－ＲＯＭ、電子計算機用プログ
ラムを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ、録音済み磁気ディスク・磁気テープ、録画済みビデオディス
ク・ビデオテープ
【16】印刷物、カタログ、雑誌、書籍、新聞、パンフレット
【35】看板による広告、はり紙による広告、インターネットのホームページを利用した広告、
市場調査、経営の診断及び指導、職業のあっせん、人材派遣によるＯＡ機器の操作・デー
タ入力・一般会社事務・受付・秘書・経理事務、書類の複製、求人情報の提供、職業（職
種・職務）適正検査
【41】インターネットを利用した検定試験に関する情報の提供、インターネットを利用した検
定試験・模擬試験に関する情報の提供、インターネットを利用した検定試験・模擬試験に関
する企画・運営・実施、技芸・スポーツ又は知識の教授、インターネット又はコンピュータ
ネットワークを通じた通信端末を利用した知識の教授、技芸又は知識の教授、人材派遣に
よる事務機器の操作方法・電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法
【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，木質系化粧板その他の木材，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，タール類及びピッチ類，可搬式家庭用温室（金属製のものを除
く。），人工魚礁（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除
く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），
区画表示帯，土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，道路標識及び航路標識（金属製
又は発光式若しくは機械式のものを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製のものを
除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除く。），石製彫刻，石製郵便受け，コンクリー
ト彫刻，大理石製彫刻，灯ろう，飛び込み台（金属製のものを除く。），墓標及び墓碑用銘板
【09】金銭登録機，自動販売機，救命用具，火災報知機，盗難警報器，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，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，指紋認証装置，生体認証装置，指紋認証
式錠，磁心，抵抗線，電極，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物

通常 2005-089613

通常:
2005-089643
標準

通常:
2005-089722
標準

09

83

指透過

通常:
2005-089771
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】業務用テレビゲーム機，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおも 【中間記録情報】
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ ［審査］
ＯＭ，ダウンロード可能な画像・映像・映画，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィル 2005.09.26 願書
2005.09.27 認定･付加情報
ム用マウント，録画済みＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.08 上申書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.29 意見書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶査定
2006.09.28 手続補正書
2006.11.28 手続補正書(方式)
2006.11.28 手続補正書
2006.11.29 手続補足書
2007.10.24 登録料納付
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.25 登録査定書
2007.10.24 設定納付書
2007.11.13 登録証

19

82

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.09 手続補正書
2006.03.09 意見書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.08.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.31 手続補正書
2006.05.31 意見書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.04 拒絶査定
2006.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.09.27 認定･付加情報
2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 拒絶査定
2006.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/5/8
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84

85

86

商標（見本）

商標

指透過認証

還元水＼純水

ウォーターレスクーラー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09

【09】金銭登録機，自動販売機，救命用具，火災報知機，盗難警報器，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，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，指紋認証装置，生体認証装置，指紋認証
式錠，磁心，抵抗線，電極，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物

11,32

【11】家庭用浄水器，濾過式浄水器，業務用浄水器，災害時非常用浄水器
【中間記録情報】
【32】清涼飲料水，飲料水その他の清涼飲料水，飲料水，飲料用水，飲用水，災害時非常 ［審査］
2005.09.13 願書
用飲料水，容器入りの飲料水
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2005.11.15 手続補正書
2005.11.18 代理人受任届
2005.12.22 認定･付加情報
2005.12.22 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)
2006.08.01 拒絶査定

07

【07】金属加工機械器具，化学機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，印刷
用又は製本用の機械器具，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置

通常:
2005-089772
標準

通常 2005-090598

通常 2005-090852

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.09.27 認定･付加情報
2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 拒絶査定
2006.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

03,05,10,29,30,32,3 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
5,41,42

87

§Ｒｅａ∞Ｌａｂｏ

通常 2005-091964

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

のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，芳香
剤，消臭芳香剤，その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】消臭剤（工業用のもの及び身体用のものを除く。），芳香消臭剤（工業用のもの及び身
体用のものを除く。），防臭剤（身体用のものを除く。），芳香防臭剤（身体用のものを除
く。），脱臭剤（工業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラー
ト，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パン
ティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁
用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品，
食餌療法用飲料
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【29】ミネラル・ビタミン・植物エキス又は粉末・動物エキス又は粉末・海藻エキス又は粉末を
主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプ
セル状・軟カプセル状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きている
ものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚
げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，
お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
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2005.10.03 願書
2005.10.03 認定･付加情報
2006.03.10 代理人受任届
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.04.26 手続補正書
2006.04.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.08.29 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

88

89

90

91

92

商標（見本）

商標

各家災害備貯品責任物件容器

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【06】災害時に必要な非常食、飲料、衣類、薬品等を各家庭で備蓄するための先願拒絶風 【中間記録情報】
の通る■による組立分解容積強さ防熱材の量災害時誰でも取出せる鍵をそなえた金属製 ［審査］
2005.09.20 願書
容器大きく造ると逃込家を支え守る機能もそなえる、さらに大きくするとそれ自体災害に強
い家として使える、
2005.10.13 認定･付加情報
【20】災害時に必要な非常食・飲料・衣類・薬品類等を各家庭で備蓄するための木製又はプ 2005.10.21 認定情報通知書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ラスチック製の収納箱で主に第６類の中におさめる分別箱にわなると思うが回り表面類を
なるべく厚い鉄箱状にし火薬箱・千両箱のように厚い木材で造り防熱を塩類の含浸など木 条1項11号を除く))
材にし鉄部は防火塗料によつて造り気密性■縄など取付（チエン類），どのような事があつ 2006.05.08 手続補正書
ても目的に浮くことまで孝る
2006.06.14 認定･付加情報
2006.07.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.31 審査用メモ(実体審査)
2006.08.04 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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 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］
2005.10.05 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定
2008.01.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

11

【11】工業用水用浄水装置，上水用浄水装置，家庭浴槽用電気式温水浄化器，家庭用浄
水器

【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 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

09

【09】換熱器，熱交換器，ボイラー，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.18 拒絶査定

通常:
2005-092787
標準

キャンディードット＼Ｃａｎｄｙ Ｄｏ
通常 2005-092990
ｔ

アクアブルー＼Ａｑｕａ Ｂｌｕｅ

練り水

温泉熱ハイブリット

通常 2005-092992

通常 2005-093331

通常:
2005-096060
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

06,20
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

93

ＣｏｍｍｕｎｉｔｙＳｔｏｒａｇｅ＼コミュ
ニティストレージ

通常 2005-096129

09,42

94

ＣＯＭＭＵＮＩＴＹＳＴＯＲＡＧＥ＼
コミュニティストレージ

通常 2005-096130

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
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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
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

95

ＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＳｏｌｕｔｉｏｎ＼サス
テナブルソリューション

通常 2005-096133

09,42

96

ネットワーク＼ＴＯ＼コンセント

通常 2005-096139

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
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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
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

97

ＢＢＫＩＴ

通常 2005-096165

09,41,42

98

ケータイマスコット

通常 2005-096296

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，低電圧配電用又は制御用の機械器具，その他の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
【09】携帯用通信機械器具，カーナビゲーション装置及びその部品，その他の電気通信機
械器具，電子計算機端末装置，電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電
子応用機械器具用コンピュータプログラム，移動体電話による通信を通じてダウンロード可
能な移動体電話機用コンピュータプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，
携帯情報端末，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメ
ラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像デー
タ等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，携帯用通信機械器具・電話
機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプロ
グラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディス
ク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード可能な画像
（動画・静止画を含む）・音楽・音声，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プ
ログラム，カメラその他の写真機械器具
【41】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供，電子
計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う電子出版物の提供，その他の電子出版
物の提供，電子計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催，図書及び記録
の供覧に関する情報の提供，電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・
音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供，その
他の娯楽情報の提供
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，
移動体電話機用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守，移動体電話機用のコン
ピュータプログラムの提供，インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供，電子化した
写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与，電子計算機端
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.10.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 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条各号+第4条1項11
号)
2006.05.01 手続補正書
2006.05.01 手続補足書
2006.05.01 意見書
2006.06.01 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

99

§音ぱつ∞音楽＼発電所

通常 2005-096301

09,41

100

音ぱつ

通常:
2005-096302
標準

11
101

唐縞

指定商品・役務
【09】音声・音楽・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体，通信ネットワークを通じて
ダウンロード可能な音声・音楽・映像・画像，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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【41】電気通信回線を通じて行う映像・画像・音楽及び音声の提供，当せん金付証票の発
売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの
企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書
及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演
【09】音声・音楽・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体，通信ネットワークを通じて
ダウンロード可能な音声・音楽・映像・画像，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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【41】電気通信回線を通じて行う映像・画像・音楽及び音声の提供，当せん金付証票の発
売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの
企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書
及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演
【11】電球類及び照明用器具，あんどん，ちょうちん

通常 2005-096579

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 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)
2006.08.15 拒絶査定
2006.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.15 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)
2006.08.04 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

102

103

104

105

106

107

商標（見本）

商標

純黒

ＴＳｍｏｎｉｔｏｒ

ロートアイアン

エクステリア・リフォーム

ＥＸテリア・リフォーム

ＯＰＴＩＣＡＬＮＡＮＯＳＥＮＳＯＲ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】あんどん，ちょうちん

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.15 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 拒絶査定

09

【09】理化学機械器具，測定器械器具，電気的遠隔制御装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.10.17 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.10.17 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

06,37

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料
【37】フェンスの工事，フェンスの修理又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 拒絶査定

06,37

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料
【37】フェンスの工事，フェンスの修理又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 拒絶査定

09

【09】精密測定機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.08 拒絶査定

通常 2005-096580

通常:
2005-096584
標準

通常 2005-096590

通常:
2005-096802
標準

通常:
2005-096803
標準

通常:
2005-096878
標準

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

中間記録

11
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

108

バッテリーレスタイマー

通常:
2005-097320
標準

09,42
109

パソコン情報セキュリティパッ
ケージ

通常:
2005-097616
標準
09,35

110

ｅ－電子デバイス ショップ

通常:
2005-097650
標準

06

111

スルーラック

指定商品・役務

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

通常:
2005-097759
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】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2005.10.18 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
2005.10.18 認定･付加情報
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 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 2006.06.28 意見書
2006.06.29 認定･付加情報
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ 2006.08.04 拒絶査定
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
【09】電気アイロン，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】
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
［審査］
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用 2005.10.19 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
プログラムの提供
項16号)
2006.08.08 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.19 手続補足書
2005.10.25 認定･付加情報
2005.10.25 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,09,12,17

112

古河

通常:
2005-097764
標準

07

113

114

115

116

温度センサー濃縮洗浄

ほそいしづみ＼細石積

シールド屋根工法

シールド壁工法

指定商品・役務

中間記録

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建具，金属製金具，金属製建造物組立てセット，金属製貯蔵槽類，金属製の滑
車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製包装用容器，金属製荷役用
パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製セメント製
品製造用型枠，金属製の可搬式家庭用温室，金属製の吹付け塗装用ブース，金属製養鶏
用かご，金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製道路標識（発光式又は機械式の
ものを除く。），てんてつ機，キー，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，コッタ，いかり，金属
製ビット，金属製ボラード，かな床，はちの巣，金網，ワイヤロープ，犬用鎖，金属製家庭用
水槽，金属製工具箱，金属製貯金箱，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製のネームプ
レート及び標札，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製帽子掛けかぎ，金属製郵便受
け，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製彫刻，金属製の墓標及び墓碑
用銘板，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，金属製あぶみ，金
属製飛び込み台，拍車，ハーケン
【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，光ファイバ及びその他の電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機
械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコー
ド，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，
電子応用機械器具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム
機，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運
転技能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，
電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道
路標識，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用
ノズル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被
【07】食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.19 認定･付加情報
2006.02.20 手続補正書
2006.02.20 手続補足書
2006.02.20 代理人選任届
2006.03.17 認定･付加情報
2006.03.17 認定･付加情報
2006.03.17 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.16 手続補正書
2006.06.16 意見書
2006.06.19 手続補足書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶査定

通常:
2005-097778
標準

19

【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 2005.10.19 願書
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の 2005.10.19 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），土砂崩壊
防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその製品，木材，石材，建築 項16号)
用ガラス，セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），建具（金属製のものを除く。）， 2006.08.11 拒絶査定
可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），鉱物性基礎材料

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.21 手続補正書
2006.06.21 意見書
2006.08.18 拒絶査定

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.21 手続補正書
2006.06.21 意見書
2006.08.18 拒絶査定

通常 2005-097867

通常:
2005-097912
標準

通常:
2005-097913
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.20 手続補正書(方式)
2005.11.18 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定
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No.

117

118

119

商標（見本）

商標

シールド屋根壁工法

ＤｒｉｌｌＣｕｔ－Ｘ

バスハーネス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.21 手続補正書
2006.06.21 意見書
2006.08.18 拒絶査定

10,16

【10】外科用機械器具，その他の医療用機械器具
【16】医療技術に関する印刷物，その他の印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.10.24 優先権証明書提出書
2005.11.22 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))
2006.07.14 手続補正書
2006.07.14 意見書
2006.07.18 手続補足書
2006.07.21 手続補正書
2006.08.15 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
2007.02.05 手続補正書
2007.02.07 手続補足書
2007.08.24 手続補正書
2007.08.24 手続補正書

09,12

【09】三．配電用又は制御用の機械器具開閉器，継電器，遮断機，制御器，整流器，接続
器，断路器，蓄電器，抵抗器，点滅器，配線函，配電盤，ヒューズ，避雷器，変圧器，誘導
電圧調整器，リアクトル，光接続器，光分配器，光増幅器，光電変換器六．電線及びケー
ブル（一）電線ゴム線，特殊被覆電線，裸線，プラスチック線，巻き線（二）ケーブル終端函，
接続函，接続用スリーブ，通信ケーブル，動力ケーブル，光ファイバーケーブル，光ファイ
バ，光ファイバリボン十三．電気通信機械器具（三）搬送機械器具音声周波電送機械器
具，ケーブル搬送機械器具，電力線搬送機械器具，裸線搬送機械器具，搬送中継機械器
具（六）無線応用機械器具乗物用ナビゲーション装置，ビーコン機械器具，方向探知機，
レーダー機械器具，ロラン機械器具（十）電気通信機械器具の部品及び附属品アンテナ，
キャビネット，コイル，磁気テープイレーザー，磁気テープクリーナー，磁気ヘッドイレー
ザー，磁気ヘッドクリーナー，スピーカー，接続器，台架類，ダイヤル，蓄電器，通信機械用
ヒューズ，抵抗器，テープレコーダー用テープ，転換器，配線盤，ピックアップ，ビデオテー
プ，表示灯，フォノモーター，ヘッドホン，変成器，保安器，マイクロホン，レコードクリー
ナー，レコード原盤，レコードスプレー十六．電子応用機械器具及びその部品（一）電子応
用機械器具ガイガー計数器，高周波ミシン，サイクロトロン，産業用Ｘ線機械器具，産業用
ベータートロン，磁気探鉱機，磁気探知機，磁気ディスク用シールドケース，地震探鉱機械
器具，水中聴音機械器具，超音波応用測深器，超音波応用探傷器，超音波応用探知機，
電子応用静電複写機，電子応用扉自動開閉装置，電子計算機，電子顕微鏡，電子式卓上
計算機，ワードプロセッサ（四）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。）集積回路，大規模集積（五）電子計算機用プログラム
【12】四．自動車並びにその部品及び附属品（二）自動車の部品及び附属品エアバッグ，風
よけひさし，空気ポンプ，クラッチ，警音器，座席，座席カバー，シャシー，車体，車体カ
バー，車輪，スポーク，タイヤ，チューブ，とって，扉，泥よけ，荷物台，バックミラー，ハンド
ル，ハンドルカバー，バンパー，風防ガラス，方向指示器，ほろ，ボンネット，窓カーテン，予

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.01 拒絶査定

通常:
2005-097914
標準

優先:
2005-098093
標準

通常:
2005-098304
標準

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

中間記録

06
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09,12

120

ＢＵＳハーネス

通常:
2005-098305
標準

09,42
121

ＧｅｏＧＲＩＤ

通常:
2005-098306
標準
09

122

ＶＳ－Ｐｈｏｎｅ

通常:
2005-098403
標準

09

123

ＭＲエンジン

指定商品・役務

中間記録

【09】三．配電用又は制御用の機械器具開閉器，継電器，遮断機，制御器，整流器，接続
器，断路器，蓄電器，抵抗器，点滅器，配線函，配電盤，ヒューズ，避雷器，変圧器，誘導
電圧調整器，リアクトル，光接続器，光分配器，光増幅器，光電変換器六．電線及びケー
ブル（一）電線ゴム線，特殊被覆電線，裸線，プラスチック線，巻き線（二）ケーブル終端函，
接続函，接続用スリーブ，通信ケーブル，動力ケーブル，光ファイバーケーブル，光ファイ
バ，光ファイバリボン十三．電気通信機械器具（三）搬送機械器具音声周波電送機械器
具，ケーブル搬送機械器具，電力線搬送機械器具，裸線搬送機械器具，搬送中継機械器
具（六）無線応用機械器具乗物用ナビゲーション装置，ビーコン機械器具，方向探知機，
レーダー機械器具，ロラン機械器具（十）電気通信機械器具の部品及び附属品アンテナ，
キャビネット，コイル，磁気テープイレーザー，磁気テープクリーナー，磁気ヘッドイレー
ザー，磁気ヘッドクリーナー，スピーカー，接続器，台架類，ダイヤル，蓄電器，通信機械用
ヒューズ，抵抗器，テープレコーダー用テープ，転換器，配線盤，ピックアップ，ビデオテー
プ，表示灯，フォノモーター，ヘッドホン，変成器，保安器，マイクロホン，レコードクリー
ナー，レコード原盤，レコードスプレー十六．電子応用機械器具及びその部品（一）電子応
用機械器具ガイガー計数器，高周波ミシン，サイクロトロン，産業用Ｘ線機械器具，産業用
ベータートロン，磁気探鉱機，磁気探知機，磁気ディスク用シールドケース，地震探鉱機械
器具，水中聴音機械器具，超音波応用測深器，超音波応用探傷器，超音波応用探知機，
電子応用静電複写機，電子応用扉自動開閉装置，電子計算機，電子顕微鏡，電子式卓上
計算機，ワードプロセッサ（四）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。）集積回路，大規模集積（五）電子計算機用プログラム
【12】四．自動車並びにその部品及び附属品（二）自動車の部品及び附属品エアバッグ，風
よけひさし，空気ポンプ，クラッチ，警音器，座席，座席カバー，シャシー，車体，車体カ
バー，車輪，スポーク，タイヤ，チューブ，とって，扉，泥よけ，荷物台，バックミラー，ハンド
ル，ハンドルカバー，バンパー，風防ガラス，方向指示器，ほろ，ボンネット，窓カーテン，予
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【42】電子計算機のプログラムの設計，作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電子
計算機用プログラムの提供，計測器の貸与，製図用具の貸与，電子計算機の貸与，理化
学機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.01 拒絶査定

【09】電気通信機械器具，通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な電子計算機用プ
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，未記録
の磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード等の記録媒体，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，通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像，
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，その他の録画済みビデオディ
スク及びビデオテープ，通信ネットワークを通じてダウンロードが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
ディスク・光ディスク・光磁気ディスク，業務用テレビゲーム機，携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，通信ネットワークを通じてダ
ウンロードが可能な音声・音楽，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
【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-098515
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］
2005.10.20 願書
2006.05.23 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))
2006.08.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.11.25 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 手続補正書
2006.07.04 意見書
2006.08.01 拒絶査定
2006.08.24 手続補足書
2006.09.06 手続補正書
2007.08.15 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］
2007.07.31 登録査定書
2007.08.15 設定納付書
2007.09.04 登録証
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平面インダクタ
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ＰＬＡＮＡＲ ＩＮＤＵＣＴＯＲ

09

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

通常:
2005-098756
標準

通常:
2005-098849
標準

通常:
2005-098850
標準

09
127

ＨＤ Ｌｉｎｋ

通常 2005-099349

09
128

ＡＤＡＰＴＩＶＥ ＷＩＲＥＬＥＳＳ

通常:
2005-099489
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】脈拍・呼吸・血圧等の生体情報を測定する測定器，電子応用機械器具及びその部品 【中間記録情報】
［審査］
【10】脈拍・呼吸・血圧等の生体情報を測定する医療用測定器，医療用機械器具
2005.10.21 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.02 拒絶査定

09

126

指定商品・役務

09,10

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 拒絶査定

【09】半導体素子，携帯電話で使用する集積回路，電子計算機，電子計算機用ソフトウェ 【中間記録情報】
ア，その他の電子応用機械器具及びその部品，携帯電話及びその部品，電気通信機械器 ［審査］
2005.10.24 願書
具
2006.04.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.21 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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06,09,19

129

ケータイキー

通常:
2005-099712
標準

06,19

130

ソフトウッド

通常:
2005-099713
標準

06,19

131

ブラウンウッド

通常:
2005-099714
標準

06,19

132

リビングウインドウ

通常:
2005-099715
標準

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

指定商品・役務
【06】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
【09】電気錠及び電子錠
【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
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,09,19

133

モバイルキー

通常:
2005-099716
標準

12
134

レーシングアンダーガード

通常:
2005-099939
標準
09,42

135

136

137

ＬｉｎｋａｇｅＳｅｒｖｅｒ

図形商標

パーフェクトプリーツ

指定商品・役務
【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
【09】電気錠及び電子錠
【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
【12】自動車のオイルパン保護用カバー，自動車並びにその部品及び附属品，ブレーキ
キャリパー，その他の陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の動力機械（その部品を
除く。），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，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，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
【09】電子計算機用プログラム
【42】電子計算機用プログラムの提供

通常:
2005-100252
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定
【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)
2006.08.16 拒絶査定

09

【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転 【中間記録情報】
［審査］
変流機，調相機，電池，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.15 拒絶査定

11

【11】空気調和装置用フィルター，その他の暖冷房装置用フィルター

通常 2005-100396

通常 2005-100592

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

138

スロットアナライザー＼ＳＬＯＴＡ
通常 2005-100965
ＮＡＬＹＺＥＲ

10,44

139

健康科学研究所

通常:
2005-100969
標準

10,44

140

健康科学

通常:
2005-100970
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】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，電子応用機械器具及
びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲー
ムおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュ
レーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用
信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，火災報知機，
ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防
艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防
毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スラ
イドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子
出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録
機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，
製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム
機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，ウエイトベルト，ウ
エットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【44】美容に関する情報の提供，理容に関する情報の提供，入浴施設の提供に関する情報
の提供，庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供，庭園樹の植樹に関する情報の提
供，肥料の散布に関する情報の提供，雑草の防除に関する情報の提供，有害動物の防除
（農業・園芸又は林業に関するものに限る。）に関する情報の提供，あん摩・マッサージ及
び指圧に関する情報の提供，カイロプラクティックに関する情報の提供，きゅうに関する情
報の提供，柔道整復に関する情報の提供，はりに関する情報の提供，医業に関する情報
の提供，医療情報の提供，健康診断に関する情報の提供，歯科医業に関する情報の提
供，調剤に関する情報の提供，栄養の指導に関する情報の提供，動物の飼育に関する情
報の提供，動物の治療に関する情報の提供，植木の貸与に関する情報の提供，農業用機
械器具の貸与に関する情報の提供，医療用機械器具の貸与に関する情報の提供，漁業
用機械器具の貸与に関する情報の提供，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関
する情報の提供，芝刈機の貸与に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.07 拒絶査定

【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【44】美容に関する情報の提供，理容に関する情報の提供，入浴施設の提供に関する情報
の提供，庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供，庭園樹の植樹に関する情報の提
供，肥料の散布に関する情報の提供，雑草の防除に関する情報の提供，有害動物の防除
（農業・園芸又は林業に関するものに限る。）に関する情報の提供，あん摩・マッサージ及
び指圧に関する情報の提供，カイロプラクティックに関する情報の提供，きゅうに関する情
報の提供，柔道整復に関する情報の提供，はりに関する情報の提供，医業に関する情報
の提供，医療情報の提供，健康診断に関する情報の提供，歯科医業に関する情報の提
供，調剤に関する情報の提供，栄養の指導に関する情報の提供，動物の飼育に関する情
報の提供，動物の治療に関する情報の提供，植木の貸与に関する情報の提供，農業用機
械器具の貸与に関する情報の提供，医療用機械器具の貸与に関する情報の提供，漁業
用機械器具の貸与に関する情報の提供，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関
する情報の提供，芝刈機の貸与に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.10.27 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.27 手続補正書
2006.06.27 意見書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 代理人受任届
2006.06.28 手続補足書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.28 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶査定
2006.11.27 手続補正書(方式)
2006.11.27 手続補足書
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.10.27 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.27 手続補正書
2006.06.27 意見書
2006.06.27 代理人受任届
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.28 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.12 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶査定
2006.11.27 手続補正書(方式)
2006.11.27 手続補足書
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No.

141

142

143

商標（見本）

商標

Ｔｉｒｅ Ｃｈｅｃｋｅｒ＼タイヤチェッ
カー

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.11.08 認定･付加情報
2005.11.11 認定情報通知書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 拒絶査定

09

【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，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，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，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，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.28 意見書
2006.06.29 手続補足書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定
2006.09.15 手続補足書
2008.01.11 登録料納付
2008.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.25 登録査定書
2008.01.11 設定納付書
2008.01.29 登録証

09,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

通常 2005-101111

通常 2005-101333

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】タイヤ空気圧チェック器具

Ｔｈｉｎｋ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ ａｎｄ ｂｅ 通常:
2005-101196
ｙｏｎｄ．．．
標準

Ｗｅｂアンケート＼ウェブアン
ケート

指定商品・役務

09
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

144

Ｗｅｂコラボレーション＼ウェブコ
通常 2005-101334
ラボレーション

09,42

145

ブレードシステム制御＼ブレー
通常 2005-101338
ドシステムセイギョ

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

146

ブレード監視制御＼ブレードカ
ンシセイギョ

通常 2005-101339

09,42

147

ブレード通信制御＼ブレードツ
通常 2005-101340
ウシンセイギョ

11
148

角質クリア

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

通常:
2005-101430
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］
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 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)
2006.08.22 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
02,19,24

149

抗酸化

通常:
2005-101459
標準

02,19,24

150

ＥＭ抗酸化

通常:
2005-101460
標準

09
151

日本警報機

ハイブリッド床暖房

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.11.04 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))
2006.05.11 手続補正書
2006.05.11 意見書
2006.08.07 拒絶査定

通常:
2005-101672
標準
11

152

指定商品・役務
【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，防錆グリー
ス，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用
又は美術用の貴金属はく及び粉
【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。），土砂崩壊
防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその製品，木材，石材，建築
用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け
塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），
送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光
式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽
類（金属製又はプラスチック製のものを除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除
く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製の
ものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のもの
を除く。），石製彫刻，コンクリート製彫刻，大理石製彫刻，鉱物性基礎材料
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織
【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，防錆グリー
ス，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用
又は美術用の貴金属はく及び粉
【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。），土砂崩壊
防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその製品，木材，石材，建築
用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け
塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），
送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光
式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽
類（金属製又はプラスチック製のものを除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除
く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製の
ものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のもの
を除く。），石製彫刻，コンクリート製彫刻，大理石製彫刻，鉱物性基礎材料
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織
【09】発光式又は機械式道路標識，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器

通常:
2005-101728
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.11.04 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))
2006.05.11 手続補正書
2006.05.11 意見書
2006.08.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

【11】暖冷房装置，家庭用電熱用品類，電熱ヒーターと潜熱蓄熱材を併用した複合床暖房 【中間記録情報】
［審査］
装置
2005.10.31 願書
2005.10.31 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定
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No.

153

154

155

商標（見本）

商標

ＤＶＤ講座シリーズ

種別 出願番号

区分

10

【10】血液サンプル採血のための機械器具，採血器具，血液検査器，その他の医療用機械 【中間記録情報】
［審査］
器具
2005.10.31 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

09,35,42

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

通常:
2005-101905
標準

通常:
2005-102496
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】電子出版物

ビューティーマネジメントプログ 通常:
2005-101987
ラム
標準

Ｍｅｔａ Ｍｅｄｉａ

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.10.31 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.25 手続補正書
2006.07.25 意見書
2006.08.04 拒絶査定
2006.09.01 手続補足書

2008/5/8
44／62

３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

156

ＤｏｃｕｍｅｎｔＳｅｃｕｒｉｔｙ

通常:
2005-102535
標準

09
157

リュウキュウ

通常:
2005-102858
標準
19

158

デッキフロアー

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

通常:
2005-103186
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］
2005.11.01 願書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

【19】プラスチック製建築専用材料，リノリューム製建築専用材料，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 2005.11.02 願書
構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の 2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，建造物組立てセット（金属製のも 項16号)
のを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその製 2006.08.30 拒絶査定
品，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製の
ものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金
属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道路標
識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式のも
のを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製のものを除く。），ビット及びボラード（金
属製のものを除く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用
温室（金属製のものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），飛び込み台
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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】液晶画面に貼付して使用する覗き見防止用及び液晶画面保護用シート，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］
2005.11.02 願書
2005.11.04 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)
2006.08.25 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具，家庭用電気式美容器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.18 拒絶査定

06

【06】バルブ，金属製バルブ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

09,42

159

簡単電測

通常:
2005-103323
標準

09

160

161

162

§ＭＯＢＩＬＥ ＦＩＬＴＥＲ＼モバイ
通常 2005-103516
ルフィルタ

ぽかぽか温浴気分

ＳＨＯＷＡ

通常 2005-103784

通常 2005-103815

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.11.04 願書
2006.02.07 代理人受任届
2006.02.08 手続補正書
2006.02.08 代理人辞任届
2006.03.20 認定･付加情報
2006.05.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定
2007.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/5/8
46／62

３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.11 拒絶査定

11

【09】業務用テレビゲーム，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，無線通信機械
器具，映像周波機械器具，電子応用機械器具，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶
画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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，コンピュータソフトウェア
【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，
グラビア製版，写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与，
印刷，デジタルカメラにより撮影された映像の現像・焼付け・引き伸ばし
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ
用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），音響用又は映像用のスタジオ
の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，写真の撮影，カメラ
【19】タール類及びピッチ類，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建
築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファ
ルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっく
い，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，
繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），土砂崩壊防止用植生
板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラス，人
工魚礁（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除
く。），道路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），石製液体貯蔵槽，石
製工業用水槽，石製家庭用水槽，建具（金属製のものを除く。），可搬式家庭用温室（金属
製のものを除く。），飛び込み台（金属製のものを除く。），無機繊維の板及び粉（石綿製の
ものを除く。），石こうの板，建築または構築専用シール材，建築用又は構築用の合成樹脂
【11】家庭用電熱用品類

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気通信機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.07 認定･付加情報
2006.06.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 拒絶査定

09,37

【09】太陽電池による発電装置，発電用太陽電池モジュール
【37】太陽光発電装置の据付・修理または保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.11.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

10

【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
【中間記録情報】
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓 ［審査］
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用 2005.11.08 願書
2005.11.08 認定･付加情報
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.25 拒絶査定

09,40,41

163

ＴＩＭＥＳ ＳＨＯＴ

通常:
2005-103836
標準

19

164

165

166

167

168

カイショマス

ヘルシーメニュー

通常:
2005-103986
標準

通常:
2005-103991
標準

ポリマー・リセッタブル・サーキッ 通常:
2005-104174
ト・プロテクター
標準

太陽光発電のお医者さん

§ＭｏＭｕ

通常 2005-104360

通常 2005-104469

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.11.07 願書
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 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
2006.08.08 拒絶査定
2006.11.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/5/8
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No.

169

170

171

172

173

商標（見本）

商標

Ｄ１

パッティング電子ローラ

３℃

デジタルコーター

ケアスポンジ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【10】ビデオカメラとしての機能を有する内視鏡及びその部品，その他の医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.08 優先権証明書提出書
2005.12.07 認定･付加情報
2005.12.13 出願番号特定通知書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 拒絶査定

11

【11】家庭用電気式美顔器（家庭用パルス電流式美顔器を含む。），その他の家庭用電熱
用品類，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 拒絶査定

03,05,10,11

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2005.11.08 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.11.08 認定･付加情報
毛
2005.11.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯， 2006.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， 2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受 第4条1項11号)
精用精液
2006.07.11 手続補正書
2006.07.11 代理人受任届
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓 2006.07.11 意見書
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），医療用機械器具，家庭用電気マッ 2006.07.11 職権訂正履歴(職権訂正)
サージ器，しびん，病人用便器，耳かき
2006.07.12 職権訂正履歴(職権訂正)
【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 2006.07.12 認定･付加情報
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 2006.07.12 認定･付加情報
械器具，業務用衣類乾燥機，業務用加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器 2006.07.12 認定･付加情報
消毒器，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄水装置，電球類及 2006.07.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.22 拒絶査定
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
2006.09.11 手続補正書
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， 2006.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 2007.08.01 登録料納付
2007.10.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
［登録］
2007.07.24 登録査定書
2007.08.01 設定納付書
2007.09.11 登録通知書

07

【07】コーティングマシン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.25 拒絶査定

10

【10】口腔洗浄器及びその付属品（医療用機械器具）

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.11.17 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.18 拒絶査定

優先:
2005-104606
標準

通常 2005-104652

通常 2005-104826

通常:
2005-104916
標準

通常:
2005-105393
標準

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

中間記録

10
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No.

174

175

176

商標（見本）

商標

キャパシタ遮断弁

スゴイヘア

未来をライティングします。

種別 出願番号

区分

ＧＭＰＬＳ Ｅｎｇｉｎｅ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.11.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

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

【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1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

07,09,11

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く。），栽培機械
器具，収穫機械器具，植物粗製繊維加工機械器具，飼料圧搾機，飼料裁断機，飼料配合
機，飼料粉砕機，牛乳ろ過器，搾乳機，育雛器，ふ卵器，蚕種製造用又は養蚕用の機械
器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装
用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，ゴム製品製造
機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を
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，修繕用機械器具，機械
式駐車装置，乗物用洗浄機，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，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，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，電機ブ
ラシ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカード，システム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算機用プロ
グラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.05.30 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))
2006.08.29 拒絶査定

通常 2005-105412

通常:
2005-105421
標準

通常:
2005-105567
標準

通常:
2005-105604
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】キャパシタ遮断弁用バルブ

09,42
177

指定商品・役務

06
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

178

ｉＲＦＩＤ

通常:
2005-105789
標準

09

179

180

181

立体商標

ｅ－Ｐｕｂｌｉｃ Ｖｉｅｗｉｎｇ

通常:
2005-105927
立体

【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］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定

09

【09】電子計算機用プログラム，文書の管理用コンピュータプログラム，文書の管理用コン
ピュータ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・光ディスク及びその
他の記録媒体，人事考課に使用する文書情報の管理用コンピュータプログラム，人事考課
に使用する文書情報の管理用コンピュータ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・光ディスク及びその他の記録媒体，業務日報文書の管理用コンピュータプロ
グラム，業務日報文書の管理用コンピュータ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・光ディスク及びその他の記録媒体，勤怠管理情報に関する文書管理用コ
ンピュータプログラム，勤怠管理情報に関する文書管理用コンピュータ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・光ディスク及びその他の記録媒体
【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］
2005.11.14 願書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.05.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.24 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.28 拒絶査定

通常:
2005-106006
標準

ＭＭＳ－ＮＥＴ＼Ｍｏｔｉｖａｔｉｏｎ Ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ ｏｎ Ｎ 通常 2005-106650
ｅｔｗｏｒｋ

ＡＰＷＩＮＤＯＷＳ

通常:
2005-107096
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

06,19

182

指定商品・役務

【09】ＲＦＩＤ用電子計算機用プログラム，その他のＲＦＩＤを応用した電子応用機械器具及び 【中間記録情報】
［審査］
その部品，ＲＦＩＤ用電気通信機械器具，ＲＦＩＤに関する電子出版物
2005.11.10 願書
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 意見書
2006.06.22 手続補足書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定
2006.09.15 手続補足書
2006.11.17 手続補正書(方式)
2007.09.07 登録料納付
2007.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.20 登録査定書
2007.09.07 設定納付書
2007.09.25 登録証
【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.11.10 願書
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，携帯電話機
2005.11.11 認定･付加情報
2005.11.24 優先権証明請求書
2005.11.24 優先権証明請求書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.05 意見書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.08.16 拒絶査定
2007.01.22 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.
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,19

183

ＡＰウインドウズ

通常:
2005-107097
標準

12,25
184

ベッド型

通常:
2005-107329
標準
09,38,41,42

185

もっともっと、いいケータイへ。

通常 2005-107396

09
186

データシールド

通常 2005-107499

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【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
【12】車いす，妊婦用シートベルト補助具，自動車用チャイルドシート，その他の自動車並び
にその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，折畳み式
乳母車，その他の乳母車，乳母車の部品及び附属品，人力車，そり，老人用の歩行補助
車，老人用手押し車，その他の手押し車，荷車，馬車，リヤカー
【25】子守帯，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.28 拒絶査定

【09】携帯用通信機械器具，携帯電話端末用ストラップ，カーナビゲーション装置及びその
部品，その他の電気通信機械器具，電子計算機端末装置，電子計算機端末による通信を
通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム，移動体電話による
通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム，その他の電子
応用機械器具及びその部品，携帯情報端末，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端
末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する
印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒
体，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の
写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ
等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，ダウンロード可能な電子出版
物，ダウンロード可能な画像（動画・静止画を含む）・音楽・音声，ダウンロード可能な家庭
用テレビゲームおもちゃ用プログラム，カメラその他の写真機械器具
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，移動体電話・電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続の提供，無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，移動体電話・
電子計算機端末による無線ＬＡＮへの接続の提供，電子メールその他の電子計算機端末
による通信，電子掲示板通信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・
音声・画像・データの伝送交換，その他の電気通信（放送を除く。），電話機・ファクシミリそ
の他の通信機器の貸与，インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送
る放送，インターネットによる音声その他の音響を送る放送
【41】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供，娯楽
情報の提供，電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・音楽・画像・映
像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供，電子計算機端末・移
動体電話による通信を用いて行う電子出版物の提供，その他の電子出版物の提供，電子
計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催，図書及び記録の供覧に関する
情報の提供
【09】コンピュータの機能を拡張用カード型回路基盤，コンピュータ用プログラムを記憶させ
た電子回路・磁気ディスク・その他記録媒体，コンピュータ用プログラム（電子通信回線を通
じてダウンロードにより販売されるものを含む），電子機械器具及びその商品（コンピュータ
プログラムを記憶させた記録媒体を含む）

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.08 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.25 拒絶査定
2007.05.07 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）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

187

グレイン Ｇｒａｉｎ

通常 2005-108063

12
188

189

190

Ｎｏｎｇａｓｖｅｈｉｃｌｅ

とじるとロック

エコエレクトリック

指定商品・役務

中間記録

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，配電用又は制御用の機械器
具，調相機，電池，電気磁気測定器，電気ブザー
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
保険に関する手続の代理，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラム
の提供，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸与，電子計算機を用いて行う情報処理，
電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成，電子計算機及び電
子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言，電子計算機端末による通信を用い
て行う電子計算機及び電子計算機用プログラムの設計，電子計算機の設計に関する情報
の提供，電子計算機の設計に関する助言，電子計算機システムの遠隔監視，電子計算機
用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供，電子計算機用プログラムの設
計・作成又は保守に関する助言，通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守，通信
ネットワークシステムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言，電子計算機及
び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加，電子計算機システムの設
計・作成又は保守に関する助言，電子計算機への電子計算機用プログラムの導入，電子
計算機間の接続検証，電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証，電子計算機間の
接続及び電子計算機上でのプログラムの動作に関する情報の提供，電子計算機用プログ
ラムの故障診断及びウイルス検査，電子計算機用プログラムの最新化，コンピュータデー
【12】二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 拒絶査定

通常 2005-108133

09

【09】オゾン発生器，業務用テレビゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技 【中間記録情報】
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 ［審査］
具，測定機械器具，電池，電気磁気測定器，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブ
2005.11.17 願書
ザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.05.31 代理人変更届
2006.06.13 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
2006.08.08 拒絶査定

07

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ

通常:
2005-108275
標準

通常:
2005-108284
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.11.17 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.20 意見書
2006.08.22 拒絶査定
2006.11.28 手続補正書(方式)
2006.11.28 手続補足書
2007.11.09 登録料納付
2007.11.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.16 登録査定書
2007.11.09 設定納付書
2007.11.27 登録証
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３条拒絶（機械）２００６．０８.xls
No.

191

192

商標（見本）

商標

地震ブレーカ

ｓｗｉｔｚｔｏｏｌ

種別 出願番号

区分

図形商標

08,09

【08】手動工具，手動利器，くわ，鋤，レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型（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，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，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，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケ
ル，五徳，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具に当たるものに限る。），十能，暖炉用ふいご（手
持ち工具に当たるものに限る。），パレットナイフ，火消しつぼ，火ばし，ピンセット
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，電子応用機械器具及
びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲー
ムおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュ
レーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用
信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，火災報知機，
ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防
艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防
毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スラ
イドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子
出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録
機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，
製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム
【19】土砂崩壊防止用植生板，セメント及びその製品，セメント製品製造用型枠（金属製の
ものを除く。）

通常:
2005-108288
標準

通常 2005-108351

通常 2005-108412

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】建築用又は構築用の金属製・合成樹脂製の免震及び制震装置，その他の免震・制震 【中間記録情報】
［審査］
装置
2005.11.17 願書
2006.06.14 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))
2006.07.20 手続補正書
2006.07.20 意見書
2006.08.16 拒絶査定

19

193

指定商品・役務

06
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 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)
2006.07.18 意見書
2006.08.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.11.17 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 意見書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2006.09.28 手続補正書
2007.07.30 登録料納付
［登録］
2007.07.30 登録査定書
2007.07.30 設定納付書
2007.09.04 登録証

2008/5/8
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No.

194

195

196

商標（見本）

商標

図形商標

お掃除楽々台座

ＫＯＴＳＵＤＥＮＤＯ＼骨伝導

種別 出願番号

区分

ＴｒｉＲＦシステム

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.11.17 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 意見書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2006.09.27 手続補正書
2007.07.30 登録料納付
［登録］
2007.07.30 登録査定書
2007.07.30 設定納付書
2007.09.04 登録証

11

【11】水道用栓

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.11.17 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2005.11.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.28 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

通常 2005-108413

通常:
2005-108454
標準

通常 2005-108599

通常:
2005-109137
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】土砂崩壊防止用植生板，セメント及びその製品，セメント製品製造用型枠（金属製の
ものを除く。）

09

197

指定商品・役務

19
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.19 願書
2005.11.21 手続補足書
2005.11.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.21 認定･付加情報
2005.12.21 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.30 拒絶査定
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198

199

200

201

202

商標（見本）

商標

ＡＡＡ

Ｂ－Ｍａｃｓ６０

Ｂ‐Ｍａｃｓ

Ｚ－ＲＡＩＤ

シンプル仕掛け

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】セメント及びその製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.21 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 拒絶査定

09

【09】無線伝送装置，その他の電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.21 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.30 拒絶査定

09

【09】無線伝送装置，その他の電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.30 拒絶査定

09

【09】ディスクアレイ，その他のコンピュータハードウェア，コンピュータソフトウェア，その他
の電子応用機械器具及びその部品，配電用又は制御用の機械器具，電線及びケーブル

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.12.02 優先権証明書提出書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.19 期間延長請求書
2006.05.17 意見書
2006.06.28 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶査定
2007.01.10 手続補正書(方式)
2007.01.10 手続補正書(方式)
2007.02.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.12.25 出願却下処分書(登録)

09

【09】レコード，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物（電気通信回線を通じてダウ 【中間記録情報】
ンロードにより販売されるものを含む。），コンピュータソフトウェア，記録済みコンピュータプ ［審査］
ログラム，電子計算機用プログラム（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売される 2005.11.22 願書
ものを含む。），コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，新聞・雑誌・書籍・地図・ 2005.11.25 認定･付加情報
図面・写真の画像・文字情報を記録させた磁気テープ・磁気カード・磁気シート・磁気ディス 2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.24 意見書
ク・光ディスク・電子回路
2006.07.25 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶査定
2006.11.13 手続補正書(方式)
2006.11.13 手続補正書
2007.09.26 登録料納付
2007.11.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.11 登録査定書
2007.09.26 設定納付書
2007.10.16 登録証

通常:
2005-109284
標準

通常 2005-109290

通常 2005-109673

優先 2005-109701

通常:
2005-109806
標準

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

中間記録
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,36,42,45

203

§ｅ生活

通常 2005-109816

01,19
204

ハイグレードウレタン

通常 2005-109905

09,28

205

脳力

通常:
2005-111599
標準

12,25
206

飛距離と角度

通常:
2005-111938
標準

09,14,18,25
207

ＷＡＬＮＵＴ

通常 2005-113068

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】電子計算機用プログラム
【35】広告，インターネット上での広告スペースの貸与，インターネットおよび電子メールを利
用した商品の販売に関する情報の提供，インターネットを介しての商品の売買契約の媒介
【36】建物又は土地の情報の提供
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電子
計算機用プログラムの提供，インターネットのホームページに関するデザインの考案，電子
計算機などを用いて行う情報処理
【45】婚礼（結婚披露を含む。）に関する情報の提供，葬儀に関する情報の提供，婚礼（結
婚披露を含む。）のための施設の提供の契約の仲介又は取次ぎ，葬儀の執行に関する仲
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），タイル用接着剤，プラ
スチック・複合材・合金・金属・セラミック・木材用接着剤，建材用接着剤，建築用又は構築
用の接着剤，住宅外壁用接着剤，原料プラスチック
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，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，
【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品
【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，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保湿用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金
具」を除く。），靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，仮
装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【09】眼鏡
【14】身飾品，時計，キーホルダー
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ
【25】被服，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，えり巻き，靴下，ゲートル，ショール，スカー
フ，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，マフラー，耳覆い，帽子，ガーター，靴下止め，
ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.12.16 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)
2006.08.11 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.06.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
12,20,25

208

赤ちゃん工学

通常:
2005-113155
標準

05,10

209

グッド チョイス＼ＧＯＯＤ ＣＨ
ＯＩＣＥ

通常 2005-113474

09,16,28,42

210

豆猫＼まめねこ＼ＭＡＭＥＮＥＫ
通常 2005-113556
Ｏ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【12】車いす，妊婦用シートベルト補助具，自動車用チャイルドシート，その他の自動車並び
にその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，折畳み式
乳母車，その他の乳母車，乳母車の部品及び附属品，人力車，そり，老人用の歩行補助
車，老人用手押し車，その他の手押し車，荷車，馬車，リヤカー
【20】錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・
竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆（金属製のものを除く。），うちわ，せん
す，帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，ハンガーボード，タオル用ディスペン
サー（金属製のものを除く。），家庭用介護ベッド，ベビーベッド，その他のベッド，育児い
す，その他の家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょう
ぶ，ベンチ，揺りかご，いすとしても使用できる歩行器，その他の幼児用歩行器，スリーピン
グバッグ
【25】子守帯，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，ガーゼ，医療用及び歯科用綿，脱脂綿，ばんそうこ
う，包帯，歯科用材料
【10】医療用又は歯科用キャップ，患者用エプロン，医療用又は歯科用マスク，医療用又は
歯科用タオル，医療用又は歯科用機械器具収納用のトレー，医療用又は歯科用機械器具
収納用トレーの上に敷くためのシート，医療用又は歯科用機械器具収納用の袋，その他の
医療用又は歯科用機械器具及びその部品並びに付属品，手術用キャットガット，吸い飲
み，綿棒，指サック

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.23 拒絶査定

【09】ダウンロード可能な携帯電話機用の動画・音楽・ゲームプログラム，ダウンロード可能
なカーナビゲーション用の動画・音楽・ゲームプログラム，ダウンロード可能な携帯情報端
末機用の動画・音楽・ゲームプログラム，測定機械器具，電池，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，眼鏡，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記憶媒体及びその周辺機器，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，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた記憶媒
体，その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，スロットマシン，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，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び
文字を記憶させた記憶媒体，その他の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，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させ
た記憶媒体，携帯電話機・携帯電話用ストラップ・携帯電話カバーその他の携帯電話機用
部品又は付属品・モデムその他の電気通信機械器具，その他の家庭用テレビゲームおも
ちゃの部品及び附属品
【16】印刷物，文房具類，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，こんにゃく版
複写機，自動印刷はり付け機，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，紙類，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，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロ
ス，写真，写真立て
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，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，釣具，昆虫採集用具
【42】ダウンロード可能な電子計算機プログラム及び電子計算機の貸与，電子計算機プロ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.25 拒絶査定
2006.11.30 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］
2005.12.02 願書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.26 手続補正書
2006.07.26 意見書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.07.27 認定･付加情報
2006.08.09 拒絶査定
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No.

211

212

商標（見本）

商標

ネオユニット

手つぼ

種別 出願番号

区分

214

10,16,41,44

【10】業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器
【中間記録情報】
【16】印刷物，書画，写真，写真立て
［審査］
2005.12.05 願書
【41】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，電子出版
物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，書画の貸与，写真の撮影
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，は 2006.08.22 拒絶査定
り，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，医療用機械器具の貸与
【09】コンタクトレンズ
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.24 意見書
2006.07.25 認定･付加情報
2006.08.14 拒絶査定

通常:
2005-113660
標準

通常:
2005-113947
標準

215

使い捨てコンタクトレンズ 無料 通常:
2005-115201
おためしコース
標準

連ドラ予約

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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.12.08 願書
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極
2005.12.08 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.31 意見書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶査定

09

【09】バッテリーレスで動作するパッシブ型のＲＦＩＤ通信とバッテリーで動作するアクティブ型 【中間記録情報】
［審査］
の２種類の無線通信が行える電子タグ
2005.12.08 願書
2006.02.03 手続補正指令書(出願)
2006.03.10 手続補正書
2006.03.10 手続補正書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.05.26 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.14 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.10 手続補正書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.10 意見書
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-115256
標準

Ｈｙｂｒｉｄ ＩＤ Ｔａｇ＼ハイブリッド
通常 2005-115358
ＩＤタグ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】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 2005.12.02 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
構築用の専用材料，繊維製の落石防止網
項16号)
2006.07.07 意見書
2006.07.10 手続補足書
2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶査定
2006.10.12 手続補正書
2006.10.13 手続補足書
2007.09.12 登録料納付
［登録］
2007.09.11 登録査定書
2007.09.12 設定納付書
2007.10.02 登録証

09

213

指定商品・役務

19
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No.

216

217

218

219

220

商標（見本）

商標

Ｓｏｆｔ ＩＤ Ｔａｇ＼ソフトＩＤタグ

種別 出願番号

区分

燻液染め

フラットモールド

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.02.03 手続補正指令書(出願)
2006.03.10 手続補正書
2006.03.10 手続補正書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.26 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.14 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 手続補正書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.10 意見書
2006.08.11 拒絶査定

09,16,35

【09】コンピュータプログラムを記憶してあるＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ，ＤＶＤ及びその周辺機器
【16】印刷物、写真
【35】冠婚葬祭に関する記念品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.11 拒絶査定

19,20

【19】木材，建具（金属製のものを除く。）
【中間記録情報】
【20】木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ネームプレート及び標札（金属製のもの ［審査］
2005.12.08 願書
を除く。），家具，ベンチ，額縁，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.15 拒絶査定

19,20

【19】木材，建具（金属製のものを除く。）
【中間記録情報】
【20】木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ネームプレート及び標札（金属製のもの ［審査］
を除く。），家具，ベンチ，額縁，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮
2005.12.08 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)
2006.08.15 拒絶査定

06,19

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料
【中間記録情報】
【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築用専用材料，合成建築専用材料， ［審査］
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 2005.12.09 願書
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 2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網
2006.07.25 意見書
2006.08.18 拒絶査定
2006.09.22 手続補足書
2006.10.12 手続補正書
2007.08.07 登録料納付
2007.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.04 登録査定書
2007.08.07 設定納付書
2007.09.04 登録証

通常 2005-115361

通常 2005-115583

通常 2005-115584

通常 2005-115659

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】ＣＰＵのプログラム制御により無線通信部及びセンサインターフェース部の動作制御
が行える電子タグ

冠婚葬祭贈答即行画像系図＼
挙式系図＼葬儀系図＼喪系図
通常 2005-115476
＼ほっと安心これで＼ご迷惑か
け?ず

燻煙染め

指定商品・役務

09
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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

09,14,16,18,20,21,2 【09】携帯電話用のストラップ，コンパクトディスク，録画済みビデオテープ・デジタルビデオ 【中間記録情報】
ディスク
［審査］
4,25,41
221

ＢＵ－１５

通常 2005-116034

09,16,35,37,41,42

222

財務システムＸ

通常 2005-116166

09,16,35,37,41,42

223

財務システムＸ

通常 2005-116167

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

【14】キーホルダー，ネックレス，ブレスレット，貴金属製バッジ
【16】シール，文房具，紙製カード，パンフレット，写真集，カレンダー，クリアファイル
【18】かばん類
【20】うちわ
【21】マグカップ
【24】タオル
【25】シャツ，帽子，リストバンド
【41】書籍・写真集の制作，録画済みビデオテープ・デジタルビデオディスクの貸与，レコー
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供（インターネットの
ホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む），インターネットのホーム
ページを利用した商品の販売に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供，広告，財
務書類の作成または監査もしくは証明，会計事務所（公認会計士・税理士）のあっせん，会
計事務に関する助言・情報の提供
【37】電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，民生用電
気機械器具の修理又は保守
【41】電子計算機の操作方法についての知識の教授，電子出版物の提供，録画済み磁気
ディスクの貸与
【42】電子計算機用プログラムの提供（インターネットを利用した電子計算機用プログラム
の提供を含む），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，データ保護に関する電
子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，コンピュータソフトウェアの性能・操作
方法等に関する紹介及び説明，コンピュータの操作方法及び利用方法の説明と助言，電
子計算機用データの保管のためのウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与，ウェ
ブサイトの作成又は保守，データ保管するサーバーコンピュータの貸与，インターネットに
接続するためのコンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定に関する助言及び指
導，コンピュータソフトウェアのインストールに関する助言及び指導
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供（インターネットの
ホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む），インターネットのホーム
ページを利用した商品の販売に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供，広告，財
務書類の作成または監査もしくは証明，会計事務所（公認会計士・税理士）のあっせん，会
計事務に関する助言・情報の提供
【37】電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，民生用電
気機械器具の修理又は保守
【41】電子計算機の操作方法についての知識の教授，電子出版物の提供，録画済み磁気
ディスクの貸与
【42】電子計算機用プログラムの提供（インターネットを利用した電子計算機用プログラム
の提供を含む），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，データ保護に関する電
子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，コンピュータソフトウェアの性能・操作
方法等に関する紹介及び説明，コンピュータの操作方法及び利用方法の説明と助言，電
子計算機用データの保管のためのウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与，ウェ
ブサイトの作成又は保守，データ保管するサーバーコンピュータの貸与，インターネットに
接続するためのコンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定に関する助言及び指
導，コンピュータソフトウェアのインストールに関する助言及び指導
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2005.11.29 願書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.05.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.24 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,37,41,42

224

財務システムＸ

通常 2005-116168

09,16,35,37,41,42

225

システムＸ

通常 2005-116169

09,38,41,42

226

ＭＯＢＩＬＥ ＭＥ

優先:
2006-000207
標準

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

指定商品・役務
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供（インターネットの
ホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む），インターネットのホーム
ページを利用した商品の販売に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供，広告，財
務書類の作成，会計事務所（公認会計士・税理士）のあっせん，会計事務に関する助言・
情報の提供
【37】電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，民生用電
気機械器具の修理又は保守
【41】電子計算機の操作方法についての知識の教授，電子出版物の提供，録画済み磁気
ディスクの貸与
【42】電子計算機用プログラムの提供（インターネットを利用した電子計算機用プログラム
の提供を含む），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，データ保護に関する電
子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，コンピュータソフトウェアの性能・操作
方法等に関する紹介及び説明，コンピュータの操作方法及び利用方法の説明と助言，電
子計算機用データの保管のためのウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与，ウェ
ブサイトの作成又は保守，データ保管するサーバーコンピュータの貸与，インターネットに
接続するためのコンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定に関する助言及び指
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供（インターネットの
ホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む），インターネットのホーム
ページを利用した商品の販売に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供，広告，財
務書類の作成または監査もしくは証明，会計事務所（公認会計士・税理士）のあっせん，会
計事務に関する助言・情報の提供
【37】電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，民生用電
気機械器具の修理又は保守
【41】電子計算機の操作方法についての知識の教授，電子出版物の提供，録画済み磁気
ディスクの貸与
【42】電子計算機用プログラムの提供（インターネットを利用した電子計算機用プログラム
の提供を含む），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，データ保護に関する電
子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，コンピュータソフトウェアの性能・操作
方法等に関する紹介及び説明，コンピュータの操作方法及び利用方法の説明と助言，電
子計算機用データの保管のためのウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与，ウェ
ブサイトの作成又は保守，データ保管するサーバーコンピュータの貸与，インターネットに
接続するためのコンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定に関する助言及び指
導，コンピュータソフトウェアのインストールに関する助言及び指導
【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，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，デジタルオーディオプ
レーヤー，携帯電話，テレビ電話，デジタルカメラ，その他の電気通信機械器具，コン
ピュータ，コンピュータ用プログラム，コンピュータ用周辺機器，その他の電子応用機械器
具，磁心，抵抗線，家庭用テレビゲームおもちゃ用ソフトウェア，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオ
ディスク及びビデオテープ，電子出版物，オンライン又はコンピュータネットワークにより提
供されるダウンロード可能な音楽
【38】音声・データ・画像の伝送交換，コンピュータソフトウェアの伝送交換，電子メールによ
る通信，プロバイダーによる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，
チャットルーム形式の電子掲示板通信，移動体電話による通信，電子計算機端末による通
信，電話による通信，その他の電気通信（放送を除く。），放送
【41】オンラインによる映像・音楽の提供，ダウンロードできない音楽の提供，移動体電話に
よる通信を用いた音楽の提供，電気通信回線を通じたマガジン・ニュースレターなどの電子
出版物の提供，移動体電話による通信を用いた電子出版物の提供，その他の電子出版物
の提供，インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供，娯楽情報の提
供，教育に関する情報の提供，教育・文化・娯楽のための展示会・博覧会の運営，通信
ネットワークを通じて行う音楽・映像・音声の提供に関する情報の提供，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，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映
画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演
芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・ス
ポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），スポーツの興行の企画・
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.06 手続補正書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.06 意見書
2006.08.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.24 拒絶査定
2007.09.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.05 願書
2006.02.21 優先権証明書提出書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.30 手続補正書
2006.06.30 意見書
2006.08.22 拒絶査定
2006.12.13 手続補正書
2007.06.28 上申書
2007.09.12 手続補正書
2007.10.26 登録料納付
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.19 登録査定書
2007.10.26 設定納付書
2007.11.20 登録証
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

07,09,11,12,20,36,3 【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】
7,38,41,42,43,44,45 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］

227

独創を、みんなのものに

通常:
2006-002086
標準

09

228

Ｔ－２０００

優先:
2006-002558
標準

03,08,09,16,20,21,2
4,26,28,29,30,32,33,
34

229

ＷＷ

工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
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
【09】電池，燃料電池及びその部品，電極，配電用又は制御用の機械器具，電子応用機械
器具及びその部品

通常 2006-011729

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

2006.01.13 願書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.01 意見書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.02.01 優先権証明書提出書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 期間延長請求書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.07.24 意見書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.02.13 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，香水，その他
の化粧品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけ 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
づめ，つけまつ毛
2006.08.02 意見書
2006.08.25 拒絶査定
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ
り及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），か
つお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チー
ズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち
工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具
に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ
アセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【09】携帯電話機用カバー，携帯電話機の専用ケース，携帯電話機用ストラップ，その他の
電気通信機械器具，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別
用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイ
ムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，
郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬
貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装
置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物
の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，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
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,08,09,16,20,21,2
4,26,28,29,30,32,33,
34

230

Ｗ２

通常 2006-011730

19,20

231

プレミアムレザー

通常:
2006-020432
標準

指定商品・役務

09,14,16,18,24,25,4 【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械 【中間記録情報】
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 ［審査］
2

232

ＮＥＲＶ＼ネルフ

分割 2006-038234

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

中間記録

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.02.13 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，香水，その他
の化粧品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけ 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
づめ，つけまつ毛
2006.08.02 意見書
2006.08.25 拒絶査定
【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 2007.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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】携帯電話機用カバー，携帯電話機の専用ケース，携帯電話機用ストラップ，その他の
電気通信機械器具，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別
用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイ
ムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，
郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬
貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装
置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物
の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，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
【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，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 ［審査］
材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），木材，建具（金属製のものを除く。）
2006.03.08 願書
2006.03.14 認定･付加情報
【20】家具
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.27 意見書
2006.08.29 拒絶査定

ビデオディスク及びビデオテープ
2006.04.25 願書
【14】貴金属製コンパクト
2006.05.01 認定･付加情報
【16】紙製幼児用おしめ，文房具類，印刷物，写真，写真立て
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【18】携帯用化粧道具入れ
号)
【24】布製ラベル
2006.08.11 拒絶査定
【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，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，耳覆い，ずきん，すげが
さ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子
【42】電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供
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