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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

1

ＤＢＲｅｃｏｒｄｅｒ＼ＤＢレコーダー 通常 2003-056554

05,10,41,42,44

2

ＤＩＲＥＣＴ ＴＯＴＡＬ ＩＮＴＡＣＴ
ＡＬＢＵＭＩＮ ＡＳＳＡＹ

指定商品・役務
【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電気アイロン，電気
式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ
【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，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，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃
【05】医療用又は獣医科用の化学試薬，診断用試薬および診断用培地を含む診断用薬
剤，その他の薬剤
【10】診断用機械器具，その他の医療用機械器具
【41】実地教育，薬剤および医療処置についての知識の教授，その他の知識又は技芸の
教授，セミナーの企画・運営又は開催
【42】受託による研究開発，医薬品の試験・検査又は研究，臨床試験または研究
【44】医療用機械器具の貸与，臨床検査，臨床検査に関する情報の提供，臨床データの分
析及び管理

優先 2004-079167

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2003.07.07 願書
2004.04.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.04.09 手続補正書
2006.04.21 代理人変更届
2006.04.21 認定･付加情報
2006.06.07 手続補正書
2006.09.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2004.08.27 手続補正書
2004.08.27 願書
2004.09.27 優先権証明書提出書
2004.10.28 認定･付加情報
2004.10.28 認定･付加情報
2004.10.28 認定･付加情報
2005.03.04 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.03.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.06.03 手続補正書
2005.06.03 意見書
2005.06.03 手続補足書
2005.06.03 認定･付加情報
2005.06.03 認定･付加情報
2005.07.01 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,36,41,42

3

知的財産取引主任者

通常:
2004-119441
標準

09,36,41,42

4

知的財産管理主任者

通常:
2004-119442
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，電池，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機
械器具，光学機械器具，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，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，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，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビ
デオテープ，電子出版物，自動販売機，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，票数計算機，ビリングマシン
【36】知的財産権の財産的価値の鑑定評価，技術調査又は市場調査に基づく知財の財産
的価値に関する評価
【41】知的財産に関する教育研修，知的財産に関するセミナーの企画・運営又は開催，流
通・取引に関する教育研修，流通・取引に関するセミナーの企画・運営又は開催，税務・会
計に関する教育研修，税務・会計に関するセミナーの企画・運営又は開催，契約・法律に
関する教育研修，契約・法律に関するセミナーの企画・運営又は開催，経営・経済に関する
教育研修，経営・経済に関するセミナーの企画・運営又は開催，産業・技術に関する教育
研修，産業・技術に関するセミナーの企画・運営又は開催，技術経営に関する教育研修，
技術経営に関するセミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，電子
出版物の提供，放送番組の制作，通訳・翻訳，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，
知的財産権に関する翻訳・通訳
【42】知的財産権に関する売買の仲介又は利用許諾の仲介，知的財産権に関するコンサ
ルティング（産業財産権に関する手続の代理又は鑑定その他弁理士法に係る事務を除
く。），知的財産権の事業化のための仲介及び斡旋，知的財産権に関するデータベース用
コンピュータープログラムの作成・保守・提供，知的財産権に関する情報の提供・収集・管
理，知的財産権の利用に関する契約の代理，機械器具に関する試験又は研究，電気に関
する試験又は研究，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，著作
【09】理化学機械器具，測定機械器具，電池，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機
械器具，光学機械器具，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，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，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，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビ
デオテープ，電子出版物，自動販売機，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，票数計算機，ビリングマシン
【36】知的財産権の財産的価値の鑑定評価，技術調査又は市場調査に基づく知財の財産
的価値に関する評価
【41】知的財産に関する教育研修，知的財産に関するセミナーの企画・運営又は開催，流
通・取引に関する教育研修，流通・取引に関するセミナーの企画・運営又は開催，税務・会
計に関する教育研修，税務・会計に関するセミナーの企画・運営又は開催，契約・法律に
関する教育研修，契約・法律に関するセミナーの企画・運営又は開催，経営・経済に関する
教育研修，経営・経済に関するセミナーの企画・運営又は開催，産業・技術に関する教育
研修，産業・技術に関するセミナーの企画・運営又は開催，技術経営に関する教育研修，
技術経営に関するセミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，電子
出版物の提供，放送番組の制作，通訳・翻訳，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，
知的財産権に関する翻訳・通訳
【42】知的財産権に関する売買の仲介又は利用許諾の仲介，知的財産権に関するコンサ
ルティング（産業財産権に関する手続の代理又は鑑定その他弁理士法に係る事務を除
く。），知的財産権の事業化のための仲介及び斡旋，知的財産権に関するデータベース用
コンピュータープログラムの作成・保守・提供，知的財産権に関する情報の提供・収集・管
理，知的財産権の利用に関する契約の代理，機械器具に関する試験又は研究，電気に関
する試験又は研究，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，著作

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.15 願書
2005.06.03 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.03 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))
2005.07.13 手続補正書
2005.07.13 意見書
2005.07.13 代理人選任届
2005.07.13 手続補足書
2005.07.14 手続補足書
2005.08.12 認定･付加情報
2005.08.12 認定･付加情報
2005.08.12 認定･付加情報
2005.08.12 認定･付加情報
2005.08.12 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第4条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 手続補足書
2006.08.23 意見書
2006.09.21 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2004.12.15 願書
2005.06.03 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.03 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))
2005.07.13 手続補正書
2005.07.13 意見書
2005.07.13 代理人選任届
2005.07.14 手続補足書
2005.08.12 認定･付加情報
2005.08.12 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第4条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 意見書
2006.08.23 手続補足書
2006.09.21 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,36,41,42

5

知的財産取引主任者検定試験

通常:
2004-119443
標準

09,36,41,42

6

知的財産管理主任者検定試験

通常:
2004-119444
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，電池，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機
械器具，光学機械器具，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，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，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，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビ
デオテープ，電子出版物，自動販売機，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，票数計算機，ビリングマシン
【36】知的財産権の財産的価値の鑑定評価，技術調査又は市場調査に基づく知財の財産
的価値に関する評価
【41】知的財産に関する教育研修，知的財産に関するセミナーの企画・運営又は開催，流
通・取引に関する教育研修，流通・取引に関するセミナーの企画・運営又は開催，税務・会
計に関する教育研修，税務・会計に関するセミナーの企画・運営又は開催，契約・法律に
関する教育研修，契約・法律に関するセミナーの企画・運営又は開催，経営・経済に関する
教育研修，経営・経済に関するセミナーの企画・運営又は開催，産業・技術に関する教育
研修，産業・技術に関するセミナーの企画・運営又は開催，技術経営に関する教育研修，
技術経営に関するセミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，電子
出版物の提供，放送番組の制作，通訳・翻訳，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，
知的財産権に関する翻訳・通訳
【42】知的財産権に関する売買の仲介又は利用許諾の仲介，知的財産権に関するコンサ
ルティング（産業財産権に関する手続の代理又は鑑定その他弁理士法に係る事務を除
く。），知的財産権の事業化のための仲介及び斡旋，知的財産権に関するデータベース用
コンピュータープログラムの作成・保守・提供，知的財産権に関する情報の提供・収集・管
理，知的財産権の利用に関する契約の代理，機械器具に関する試験又は研究，電気に関
する試験又は研究，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，著作
【09】理化学機械器具，測定機械器具，電池，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機
械器具，光学機械器具，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，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，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，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビ
デオテープ，電子出版物，自動販売機，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，票数計算機，ビリングマシン
【36】知的財産権の財産的価値の鑑定評価，技術調査又は市場調査に基づく知財の財産
的価値に関する評価
【41】知的財産に関する教育研修，知的財産に関するセミナーの企画・運営又は開催，流
通・取引に関する教育研修，流通・取引に関するセミナーの企画・運営又は開催，税務・会
計に関する教育研修，税務・会計に関するセミナーの企画・運営又は開催，契約・法律に
関する教育研修，契約・法律に関するセミナーの企画・運営又は開催，経営・経済に関する
教育研修，経営・経済に関するセミナーの企画・運営又は開催，産業・技術に関する教育
研修，産業・技術に関するセミナーの企画・運営又は開催，技術経営に関する教育研修，
技術経営に関するセミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，電子
出版物の提供，放送番組の制作，通訳・翻訳，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，
知的財産権に関する翻訳・通訳
【42】知的財産権に関する売買の仲介又は利用許諾の仲介，知的財産権に関するコンサ
ルティング（産業財産権に関する手続の代理又は鑑定その他弁理士法に係る事務を除
く。），知的財産権の事業化のための仲介及び斡旋，知的財産権に関するデータベース用
コンピュータープログラムの作成・保守・提供，知的財産権に関する情報の提供・収集・管
理，知的財産権の利用に関する契約の代理，機械器具に関する試験又は研究，電気に関
する試験又は研究，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，著作

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.15 願書
2005.06.03 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.03 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))
2005.07.13 手続補正書
2005.07.13 意見書
2005.07.13 代理人選任届
2005.07.14 手続補足書
2005.08.12 認定･付加情報
2005.08.12 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第4条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 手続補足書
2006.08.23 意見書
2006.09.21 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.15 願書
2005.06.03 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.03 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))
2005.07.13 手続補正書
2005.07.13 意見書
2005.07.13 代理人選任届
2005.07.14 手続補足書
2005.08.12 認定･付加情報
2005.08.12 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第4条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 意見書
2006.08.23 手続補足書
2006.09.21 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,36,41,42

7

知的財産取引主任者試験

通常:
2004-119445
標準

09,36,41,42

8

知的財産管理主任者試験

通常:
2004-119446
標準

11

9

ＴＲＵＣＫ ＤＡＹ－ＬＩＧＨＴ

指定商品・役務

中間記録

【09】理化学機械器具，測定機械器具，電池，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機
械器具，光学機械器具，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，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，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，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビ
デオテープ，電子出版物，自動販売機，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，票数計算機，ビリングマシン
【36】知的財産権の財産的価値の鑑定評価，技術調査又は市場調査に基づく知財の財産
的価値に関する評価
【41】知的財産に関する教育研修，知的財産に関するセミナーの企画・運営又は開催，流
通・取引に関する教育研修，流通・取引に関するセミナーの企画・運営又は開催，税務・会
計に関する教育研修，税務・会計に関するセミナーの企画・運営又は開催，契約・法律に
関する教育研修，契約・法律に関するセミナーの企画・運営又は開催，経営・経済に関する
教育研修，経営・経済に関するセミナーの企画・運営又は開催，産業・技術に関する教育
研修，産業・技術に関するセミナーの企画・運営又は開催，技術経営に関する教育研修，
技術経営に関するセミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，電子
出版物の提供，放送番組の制作，通訳・翻訳，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，
知的財産権に関する翻訳・通訳
【42】知的財産権に関する売買の仲介又は利用許諾の仲介，知的財産権に関するコンサ
ルティング（産業財産権に関する手続の代理又は鑑定その他弁理士法に係る事務を除
く。），知的財産権の事業化のための仲介及び斡旋，知的財産権に関するデータベース用
コンピュータープログラムの作成・保守・提供，知的財産権に関する情報の提供・収集・管
理，知的財産権の利用に関する契約の代理，機械器具に関する試験又は研究，電気に関
する試験又は研究，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，著作
【09】理化学機械器具，測定機械器具，電池，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機
械器具，光学機械器具，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，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，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，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビ
デオテープ，電子出版物，自動販売機，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，票数計算機，ビリングマシン
【36】知的財産権の財産的価値の鑑定評価，技術調査又は市場調査に基づく知財の財産
的価値に関する評価
【41】知的財産に関する教育研修，知的財産に関するセミナーの企画・運営又は開催，流
通・取引に関する教育研修，流通・取引に関するセミナーの企画・運営又は開催，税務・会
計に関する教育研修，税務・会計に関するセミナーの企画・運営又は開催，契約・法律に
関する教育研修，契約・法律に関するセミナーの企画・運営又は開催，経営・経済に関する
教育研修，経営・経済に関するセミナーの企画・運営又は開催，産業・技術に関する教育
研修，産業・技術に関するセミナーの企画・運営又は開催，技術経営に関する教育研修，
技術経営に関するセミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授，電子
出版物の提供，放送番組の制作，通訳・翻訳，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，
知的財産権に関する翻訳・通訳
【42】知的財産権に関する売買の仲介又は利用許諾の仲介，知的財産権に関するコンサ
ルティング（産業財産権に関する手続の代理又は鑑定その他弁理士法に係る事務を除
く。），知的財産権の事業化のための仲介及び斡旋，知的財産権に関するデータベース用
コンピュータープログラムの作成・保守・提供，知的財産権に関する情報の提供・収集・管
理，知的財産権の利用に関する契約の代理，機械器具に関する試験又は研究，電気に関
する試験又は研究，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，著作
【11】乗物用ライト，乗物用ヘッドライト，乗物用ランプ用取付器具，乗物の方向指示器用電
球，乗物用の方向指示器用ランプ，その他の乗物用の電球類及び照明器具

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.15 願書
2005.06.03 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.03 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))
2005.07.13 手続補正書
2005.07.13 意見書
2005.07.13 代理人選任届
2005.07.14 手続補足書
2005.08.12 認定･付加情報
2005.08.12 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第4条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 意見書
2006.08.23 手続補足書
2006.09.21 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定

通常 2005-006918

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2004.12.15 願書
2005.06.03 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.03 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))
2005.07.13 手続補正書
2005.07.13 意見書
2005.07.13 代理人選任届
2005.07.14 手続補足書
2005.08.12 認定･付加情報
2005.08.12 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第4条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 意見書
2006.08.23 手続補足書
2006.09.21 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.31 願書
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.09 期間延長請求書
2006.01.10 意見書
2006.09.22 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

10

11

商標（見本）

商標

スーパーソル

新しい何かがある。

種別 出願番号

区分

スポットクリーナー

09,16,28,35,36,37,3
8,39,40,41,42,43,44,
45

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
器，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，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，
ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，家庭用テレビゲーム
おもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ
－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エ
アタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，ダウンロード可能な音楽，レコード，メトロノーム，
電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，ダウン
ロード可能な映像及び画像，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，
録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【07】液晶パネル用ガラス基板またはプラズマディスプレイパネル用ガラス基板または半導
体ウェハの表面の塵埃を送風及び吸気により除去する除塵器・掃除機

通常:
2005-015588
標準

通常:
2005-022096
標準

通常:
2005-023399
標準

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

中間記録

【01】植物成長調製剤類，発泡ガラス製の植物生育用人工土壌，その他の植物生育用人 【中間記録情報】
工土壌，吸着剤
［審査］
2005.02.24 願書
【11】汚水浄化槽用発泡ガラス製ろ材，し尿処理槽用発泡ガラス製ろ材，浄水装置用発泡
ガラス製ろ材
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【19】粉状又は塊状の発泡ガラス製建築用又は構築用の専用材料，土砂崩壊防止用植生 条1項11号を除く))
板，建築用ガラス，鉱物性基礎材料，発泡ガラス製建築用断熱材，コンクリート骨材，水捌 2005.11.30 手続補正書
け用発泡ガラス製土壌改良材，保水用発泡ガラス製土壌改良材，粉状発泡ガラスと土壌
2005.11.30 手続補足書
の混合粉から成るビルなどの屋上又は屋内の緑化基盤材
2005.11.30 意見書
【21】ガラス基礎製品（建築用のものを除く）
2006.01.05 認定･付加情報
2006.06.02 手続補正指示書(審査官)
2006.06.09 手続補正書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.08.09 手続補正書
2006.08.09 意見書
2006.09.15 拒絶査定

07

12

指定商品・役務

01,11,19,21

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.14 願書
2005.03.14 認定･付加情報
2005.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.24 上申書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.17 願書
2005.03.17 認定･付加情報
2005.05.24 優先権証明請求書
2005.10.11 拒絶理由通知書(第4条各号+第4条1項11
号)
2005.11.17 手続補正書
2005.11.17 認定･付加情報
2005.11.17 意見書
2005.11.17 認定･付加情報
2005.11.22 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.01.04 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.28 意見書
2006.08.28 認定･付加情報
2006.09.21 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,36,41,42

13

ＧＤ－ＰＯＳ

通常:
2005-024269
標準

09,14,16,20,24,25,4
1

14

ＰＡＲＡＤＩＳＥＧＯ！ＧＯ！

通常 2005-027646

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

指定商品・役務

中間記録

【09】コンピュータソフトウェア，コンピュータ用基本ソフトウェア，販売時点情報管理端末
機，販売時点情報収集管理用レジスター及び電子応用計算機，遊戯場用売上管理コン
ピュータ，中古コンピュータ，中古コンピュータ用基本ソフトウェア，中古コンピュータソフト
ウェア，中古ゲームソフト，中古映像ＤＶＤ，中古音楽ＣＤ
【35】ＰＯＳシステムによる売上情報・顧客情報の管理，アンケート調査の結果に基づいた
ネットワークまたは電話を介しての店舗の運営に関する経営の助言・診断および指導，イ
ンターネットによりデータベースを利用させる事業の管理，インターネット上のデータベース
やウェブサイトから共通性・関連性のあるデータ検索の代行，カタログを利用した通信販売
の注文・受注・発注に関する事務処理の代行，ゲームソフトの売上又は売上ランキング情
報の提供，コールセンター事業の運営及び事業の管理，コンピュータウェブサイトにおける
データの保護及びデータの秘密・機密の監視についての事業に関する情報の提供，コン
ピュータ及びソフトウェア・周辺機器の販売に関する情報の提供，コンピュータシステムの
操作に関する運行管理に関する助言，コンピュータシステムの操作に関する運行管理又は
これに関する助言・指導・情報の提供，コンピュータソフトウェアの販売に関する事務の代
理又は代行，コンピュータソフトウェアの販売に関する助言・指導・情報の提供，コンピュー
タソフトウェア開発をする者のあっせん，コンピュータデータベースの検索代行及びこれに
関する情報の提供，コンピュータデータベースの情報構築（派遣によるものを含む）若しくは
情報編集又はこれらに関する助言・指導・情報の提供，コンピュータデータベースへのデー
タの入力及びデータの蓄積，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，コンピュータによるデータベースの検索代行，コンピュータによるデータ入力及びデータ
管理に関する事務の代行，コンピュータによるファイルの管理（コンピュータデータベースに
蓄積された電子データの管理を含む。）又はこれに関する相談・指導・助言又は情報の提
供，コンピュータによる顧客管理又は顧客情報の管理，コンピュータによる事業の管理又は
運営に関する一般事務処理の代行，コンピュータによる電子データファイル・情報ファイル
【09】レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映
写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済ビデオディスク及びビデ
オテープ，眼鏡，電子出版物
【14】キーホルダー，身飾品，時計
【16】文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】家具
【24】布製身の回り品
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊服，運動用
特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【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，セミナーの
企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書
及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演
劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演
劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ
の制作（映画・放送用番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像
機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，ス
ポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽
の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除
く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演
芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具
の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，
ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁
気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機
械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.18 願書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.21 手続補正書
2005.12.21 意見書
2006.03.24 補正の却下の決定
2006.09.08 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.03.30 願書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.08.09 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))
2005.09.20 意見書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.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

09,14,16,20,24,25,4 【09】レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映 【中間記録情報】
写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済ビデオディスク及びビデ ［審査］
1

15

清木場俊介

通常:
2005-027652
標準

09,14,16,20,24,25,4
1

16

ＲＡＴＨＥＲ ＵＮＩＱＵＥ

通常:
2005-027653
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。

オテープ，眼鏡，電子出版物
【14】キーホルダー，身飾品，時計
【16】文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】家具
【24】布製身の回り品
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊服，運動用
特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【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，セミナーの
企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書
及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演
劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演
劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ
の制作（映画・放送用番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像
機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，ス
ポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽
の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除
く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演
芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具
の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，
ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁
気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機
械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸
【09】レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映
写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済ビデオディスク及びビデ
オテープ，眼鏡，電子出版物
【14】キーホルダー，身飾品，時計
【16】文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】家具
【24】布製身の回り品
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊服，運動用
特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【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，セミナーの
企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書
及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演
劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演
劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ
の制作（映画・放送用番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像
機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，ス
ポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽
の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除
く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演
芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具
の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，
ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁
気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機
械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸
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2005.03.30 願書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.08.09 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))
2005.09.20 意見書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.30 願書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.08.09 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))
2005.09.20 意見書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

17

18

19

商標（見本）

商標

トレーニングケア

ＮＡＮＯ ＢＬＡＣＫ ＦＯＩＬ

燃焼系

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【03】化粧品，せっけん類，香料類，歯磨き
【中間記録情報】
【11】家庭用電気式美顔器，その他の家庭用電熱用品類，業務用電気式美顔器，その他 ［審査］
の美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），蒸気式美顔器，家庭用浄水器
2005.03.30 願書
【44】美容，理容，植毛，爪の美容，美容・理容・植毛・爪の美容に関する情報の提供，美容 2005.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
院・理髪店・エステサロンの紹介又は取次ぎ，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指 項16号)
圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，栄養の指導，美容院用又は理髪店用の 2006.01.10 意見書
2006.01.13 手続補足書
機械器具の貸与
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.13 拒絶査定
2006.12.15 手続補正書(方式)
2006.12.20 手続補足書
2007.12.04 登録料納付
［登録］
2007.11.07 登録査定書
2007.12.04 設定納付書
2008.01.22 登録証

09

【09】電極，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.17 願書
2005.05.17 認定･付加情報
2005.12.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.16 手続補正書
2006.01.16 意見書
2006.01.17 手続補足書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.01.18 認定･付加情報
2006.02.14 認定･付加情報
2006.09.20 拒絶査定
2006.10.19 手続補正書
2006.12.19 手続補正書
2007.09.12 登録料納付
2007.10.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.12 登録査定書
2007.09.12 設定納付書
2007.10.02 登録証

10,11

【10】化学物質を充填した温熱ジェルシートとともに使用する振動及び空気圧を利用した家
庭用電気式痩身マッサージベルト及び該ベルト専用の化学物質を充填した温熱ジェルシー
ト，医療用ベルト，業務用美容マッサージ器，医療用器械器具，家庭用電気マッサージ器
【11】家庭用電熱用品類，化学物質を充てんした保温保冷具

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.24 願書
2005.05.24 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.01.11 手続補正書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.01.11 認定･付加情報
2006.01.11 意見書
2006.09.01 拒絶査定

通常:
2005-027802
標準

通常:
2005-042835
標準

通常:
2005-045316
標準

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

中間記録

03,11,44
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

20

21

商標（見本）

商標

燃焼式

ユーカリ＆レモングラス

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

10,11

区分

【10】化学物質を充填した温熱ジェルシートとともに使用する振動及び空気圧を利用した家
庭用電気式痩身マッサージベルト及び該ベルト専用の化学物質を充填した温熱ジェルシー
ト，医療用ベルト，業務用美容マッサージ器，医療用器械器具，家庭用電気マッサージ器
【11】家庭用電熱用品類，化学物質を充てんした保温保冷具

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.24 願書
2005.05.24 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.01.11 手続補正書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.01.11 認定･付加情報
2006.01.11 意見書
2006.09.01 拒絶査定

03,05,11

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2005.05.24 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
2005.05.25 認定･付加情報
剤，身体用消臭剤，その他の化粧品，芳香剤（身体用のものを除く。），消臭芳香剤（身体
用のものを除く。），その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙， 2005.10.12 刊行物等提出書
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.11.09 認定･付加情報
【05】消臭剤（身体用のもの及び工業用のものを除く。），芳香消臭剤（身体用のもの及び工 2005.11.18 刊行物等提出による通知書
2005.11.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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， 2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，おりもの専用
シート，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失 2006.02.22 意見書
2006.02.22 認定･付加情報
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
2006.09.29 拒絶査定
【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，
【09】変圧器
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.26 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.12 手続補正書
2006.01.12 手続補足書
2006.01.12 意見書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定
2006.10.02 手続補足書
2006.10.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.10 手続補正書
2006.11.10 手続補足書
2007.12.05 登録料納付
［登録］
2007.11.27 登録査定書
2007.12.05 設定納付書
2007.12.25 登録証

通常:
2005-045317
標準

通常:
2005-045681
標準

09

22

Ｓｕｐｅｒアモルファス

通常 2005-046451

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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）２００６．０９.xls
No.

23

24

商標（見本）

商標

エコクーリング

やさしいテレビ

種別 出願番号

区分

Ｅ２Ｖ＼イーツーブイ

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］
2005.05.27 願書
具，測定機械器具，電池，電気磁気測定器，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブ
2005.06.01 職権訂正履歴(職権訂正)
ザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2005.06.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.27 代理人変更届
2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定
【09】科学機械器具並びにその部品及び附属品，光学機械器具並びにその部品及び附属 【中間記録情報】
品，写真機械器具並びにその部品及び附属品，測定機械器具並びにその部品及び附属 ［審査］
品，試験機械器具並びにその部品及び附属品，電子真空管並びにその部品及び附属品， 2005.06.06 願書
2005.06.08 認定･付加情報
高圧電源装置並びにその部品及び附属品，信号変調器並びにその部品及び附属品，電
2005.12.09 拒絶理由通知書(第4条各号+その他(第4
荷結合デバイス及び電荷結合素子並びにその部品及び附属品，画像センサー及びカメラ
並びにその部品及び附属品，モーションセンサー検出器並びにその部品及び附属品，光 条1項11号を除く))
センサー並びにその部品及び附属品，化学センサー並びにその部品及び附属品，電気化 2005.12.21 上申書
2006.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
学センサー並びにその部品及び附属品，ガスセンサー並びにその部品及び附属品，バイ
オセンサー並びにその部品及び附属品，医薬品の試験・分析用機械器具並びにその部品 条1項11号を除く))
2006.04.19 期間延長請求書
及び附属品，衛星通信機械器具並びにその部品及び附属品，電気通信機械器具並びに
その部品及び附属品，放送用機械器具並びにその部品及び附属品，レーダー機械器具並 2006.05.19 手続補正書
びにその部品及び附属品，爆発する箔起爆装置並びにその部品及び附属品，兵器システ 2006.05.19 意見書
ム用の電子式安全及び安全解除装置並びにその部品及び附属品，医療用・外科用・歯科 2006.05.19 手続補足書
用・科学用・産業用・通信用又は防衛用の高周波及びマイクロ波コンポーネント並びにその 2006.06.16 認定･付加情報
部品及び附属品
2006.09.05 拒絶査定
【10】医療用機械器具並びにその部品及び附属品，外科用機械器具並びにその部品及び
附属品，歯科用機械器具並びにその部品及び附属品，医療診断用機械器具並びにその
部品及び附属品，医療検査用機械器具並びにその部品及び附属品，医療用・歯科用・外
科用のレーザー並びにその部品及び附属品，医療用の磁気共鳴画像装置並びにその部
品及び附属品，砕石器並びにその部品及び附属品，医療用・歯科用・外科用のＸ線装置並
びにその部品及び附属品，医療用・歯科用・外科用の画像センサー及びカメラ並びにその
部品及び附属品，医療用・歯科用・外科用のビデオ画像装置並びにその部品及び附属
品，放射線治療装置並びにその部品及び附属品，バイオセンサー並びにその部品及び附
属品，生物医学検査用機械器具並びにその部品及び附属品
【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料
【中間記録情報】
［審査］
【20】家具
2005.06.07 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.05 手続補正書
2006.04.05 手続補正書
2006.04.05 意見書
2006.04.05 意見書
2006.05.26 通知書(再提出通知)
2006.05.26 通知書(再提出通知)
2006.09.01 拒絶査定

通常:
2005-046973
標準

通常:
2005-047277
標準

通常 2005-050481

19,20

26

パネルフレーム

通常:
2005-050692
標準

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

中間記録

【11】暖冷房装置及びその附属品，冷凍機械器具及びその附属品

09,10,13

25

指定商品・役務

11

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.27 願書
2005.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.13 意見書
2006.01.16 手続補足書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.04 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,41

27

アドバゲーミング

通常:
2005-054471
標準

指定商品・役務

中間記録

【09】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・フロッピーディスク・磁 【中間記録情報】
気テープ・ＣＤ－ＲＯＭ・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 ［審査］
機，その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写 2005.06.16 願書
2005.06.17 認定･付加情報
真の画像及び文字を記憶させた電子回路・磁気ディスク・フロッピーディスク・磁気テープ・
2005.12.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記憶媒体，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウ
ント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラ 条1項11号を除く))
ムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・フロッピーディスク・磁気テープ・ＣＤ－ＲＯＭ・その 2006.01.13 手続補正書
他の記憶媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ，迷惑電話防止装置，携帯電話抑止装置，そ 2006.01.13 意見書
2006.01.23 認定･付加情報
の他の電気通信機械器具，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械
器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具， 2006.01.23 認定･付加情報
2006.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
光学機械器具，映画機械器具，救命用具，レコード，オゾン発生器，ロケット，スロットマシ
2006.08.02 出願人名義変更届
ン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，電気アイロン，
電気式ヘアカーラー，電気ブザー，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式 2006.08.02 手続補足書
2006.08.29 認定･付加情報
の道路標識，鉄道用信号機，火災報知器，盗難警報器，ガス漏れ警報器，消火器，消火
栓，消火ホース用ノズル，消防艇，消防車，自動車用シガーライター，ガソリンステーション 2006.08.30 認定･付加情報
用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別 2006.09.05 拒絶査定
2006.11.01 手続補正書
用の機械，作業記録機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タ
イムレコーダー，電気計算機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵 2006.11.01 出願人名義変更届
2006.11.01 手続補正書
便切手のはり付けチェック装置，アーク溶接機，電動式扉自動開閉装置，ダウンロード可
能なコンピュータプログラム，ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード可能な音楽，ダ 2006.11.01 手続補足書
ウンロード可能な映像
2006.11.01 手続補正書
【35】経営の診断及び指導，企業経営に関するコンサルティング，その他経営に関するコン 2007.12.11 登録料納付
サルティング，企業経営に関する情報の提供，企業の経営に関する調査・分析，企業を取 2008.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
り巻く環境の分析（リスク分析）及びそのコンサルティング，企業の合併及び企業の技術・ ［登録］
販売・製造・資本などの提携に関する斡旋，企業の買収・合併及び提携に関する情報の提 2007.11.16 登録査定書
供，企業の動向に関する調査・分析，経済に関する調査・分析，市場調査，市場調査の結 2007.12.11 設定納付書
果の分析，事業開発・事業戦略に関する助言，市場及び販売戦略に関する助言，電子計算 2008.01.29 登録証
2008.02.01 登録証(再発行)

09,16,20,21,36,41,4 【09】宗教を題材とした録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ（音声 【中間記録情報】
と画像）
［審査］
5
28

幸せの家庭

通常:
2005-054557
標準

19
29

耐震火

通常:
2005-055126
標準

09

30

マルチモニター

通常:
2005-056994
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。

【16】宗教を題材とした印刷物
【20】家具，葬祭用具
【21】食器類（金属製のものを除く），清掃用具及び洗濯用具，化粧用具
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買代理又は媒介，
建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地
の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
【41】宗教に関する教義・経典・知識・思想の教授，宗教教育
【45】宗教集会の運営，結婚式の開催，葬儀の執行
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構
築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又
は構築用の専用材料，表面に化粧層を設けた化粧繊維強化石こう板，その他の石こう製
の建築用又は構築用の専用材料，表面に化粧層を設けた化粧繊維強化セメント板，その
他のセメント及びその製品，表面に化粧層を設けたけい酸カルシウム板，その他のけい酸
カルシウム板，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），石材，鉱物性基礎材料

2005.06.06 願書
2005.06.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.01 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.09.08 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.07 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 意見書
2006.09.15 拒絶査定

【09】オゾン発生器，電解槽，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，電動式扉自動 【中間記録情報】
開閉装置，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器 ［審査］
2005.06.23 願書
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
2006.01.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
及びケーブル，電子出版物
項16号)
2006.02.16 手続補正書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42

31

ｌｉｖｅＢＢ＼ライブビービー

通常 2005-057431

07

32

33

34

Ｈｙｐｅｒ－ＧＭ

最適着圧

ＷＴ水 生成装置

指定商品・役務

中間記録

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.01 意見書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.02 手続補足書
2006.04.03 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶査定

通常:
2005-057618
標準

10,25,28

【10】医療用サポーター
【25】靴下，保温用サポーター
【28】サポーター

10,11

【10】消毒用及び滅菌用の水製造装置，酸化還元電位水製造装置，水素ガス又は酸素ガ
ス又はオゾンガス又はアンモニアガス又は二酸化炭素ガスの何れかのガスを混合した水
の生成装置，人工透析用ＲＯ水に含まれるグラム陰性桿菌の抑制をする水の生成装置，
院内感染を抑制するために病院内の水配管洗浄に使う水の生成装置，
【11】工業用水用浄水装置，酸化還元電位水製造装置，水素ガス又は酸素ガス又はオゾン
ガス又はアンモニアガス又は二酸化炭素ガスの何れかのガスを混合した水の生成装置，
板金洗浄水の生成装置，半導体ウエハ洗浄水の生成装置，液晶ディスプレー用ガラス洗
浄水の生成装置，家庭用浄水器

通常:
2005-057930
標準

通常 2005-058034

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2005.12.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.20 手続補正書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.01.20 認定･付加情報
2006.01.20 意見書
2006.09.14 拒絶査定
2007.09.28 登録料納付
［登録］
2007.09.25 登録査定書
2007.09.28 設定納付書
2007.10.16 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.27 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 意見書
2006.09.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.27 願書
2005.06.28 認定･付加情報
2006.01.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.10 意見書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.20 拒絶査定

2008/6/3
14／69

３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

35

36

37

商標（見本）

商標

ＢＬＵＥ

黒松内貝化石

黒松内ドロマイト

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

10

【10】患者用モニター及びセンサー，その他の医療装置，その他の医療用機械器具

01,19,31

【01】植物成長調整剤類，非金属鉱物，肥料
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物
【31】飼料

01,19,31

【01】植物成長調整剤類，非金属鉱物，肥料
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物
【31】飼料

優先 2005-059240

通常:
2005-059309
標準

通常:
2005-059310
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.07.15 手続補正書(方式)
2005.07.19 手続補正指令書(出願)
2005.08.16 手続補正書(方式)
2005.08.16 優先権証明書提出書
2005.09.14 認定･付加情報
2005.09.14 認定･付加情報
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.19 手続補正書
2005.12.19 意見書
2005.12.19 手続補足書
2005.12.20 意見書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.03.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.19 拒絶査定
2007.02.20 手続補正書(方式)
2007.02.20 手続補足書
2007.04.13 上申書
2007.06.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.04.10 登録料納付
［登録］
2008.03.17 登録査定書
2008.04.10 設定納付書
2008.05.02 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 願書
2005.09.20 出願人名義変更届
2005.09.30 出願人名義変更届
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.11 却下理由通知書(中間書類)
2006.01.12 出願人名義変更届
2006.02.17 手続却下の処分(却下理由)
2006.03.10 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.22 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)
2006.09.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 願書
2005.09.20 出願人名義変更届
2005.09.30 出願人名義変更届
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.11 却下理由通知書(中間書類)
2006.01.12 出願人名義変更届
2006.02.17 手続却下の処分(却下理由)
2006.03.10 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

2008/6/3
15／69

３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

38

39

商標（見本）

商標

黒松内石灰石

セキュリティマップ

種別 出願番号

区分

湯の花岩盤浴

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 願書
2005.09.20 出願人名義変更届
2005.09.30 出願人名義変更届
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.11 却下理由通知書(中間書類)
2006.01.12 出願人名義変更届
2006.02.17 手続却下の処分(却下理由)
2006.03.10 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

09,35,41,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライ
ター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及
【10】温水循環パイプを設けたベッドにラジウムや遠赤外線を発生する人工石を敷き詰めた
ラジウム温泉効果・遠赤外線効果を有する治療用機械器具，温水循環パイプを設けラジウ
ムや遠赤外線を発生する人工石を敷き詰めたラジウム温泉効果・遠赤外線効果を有する
ベッド，温熱治療用ベッド，温熱治療器具，家庭用電気温熱治療器具，その他の治療用機
械器具，家庭用電気マッサージ器，業務用美容マッサージ器

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.08 願書
2005.07.22 手続補正指令書(出願)
2005.08.17 手続補正書(方式)
2005.09.27 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.08 意見書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶査定
2007.08.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【09】携帯電話機，携帯情報端末装置
【28】携帯用電子ゲームおもちゃ
【41】インターネットを通じて行う対話式の質問応答ゲームの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2005.08.16 優先権証明書提出書
2005.09.13 認定･付加情報
2006.04.26 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))
2006.09.13 拒絶査定

通常:
2005-059311
標準

通常:
2005-063088
標準

通常:
2005-065094
標準

09,28,41

41

ＴＨＥ ＮＥＵＲＡＬ－ＮＥＴ ＯＮ
ＴＨＥ ＩＮＴＥＲＮＥＴ

優先 2005-067887

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

中間記録

【01】植物成長調整剤類，非金属鉱物，肥料
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物
【31】飼料

10

40

指定商品・役務

01,19,31

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.14 願書
2005.07.14 手続補足書
2005.07.15 認定･付加情報
2005.08.15 認定･付加情報
2006.06.30 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))
2006.09.29 拒絶査定

2008/6/3
16／69

３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

42

43

44

商標（見本）

商標

アクアウォッシュ

アクアシャワー

ＱｕｉｃｋＳｕｐｐｏｒｔｅｒ

種別 出願番号

区分

07

【07】乗物用洗浄機，電気掃除機，門型洗車機，スプレー洗車機，自動車エンジン用オイル 【中間記録情報】
交換機，自動車エンジン用燃料供給装置，車内清掃装置，洗車機械（洗車機械用布製回 ［審査］
2005.07.27 願書
転ブラシ，その他の洗車機械回転ブラシ）
2005.07.27 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.07 手続補正書
2006.02.07 意見書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.02.07 認定･付加情報
2006.08.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.08 拒絶査定

09,37,42

【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
計算機用プログラム，その他電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防
艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベ
ルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及び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
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修

通常:
2005-069422
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】乗物用洗浄機，電気掃除機，門型洗車機，スプレー洗車機，自動車エンジン用オイル 【中間記録情報】
交換機，自動車エンジン用燃料供給装置，車内清掃装置，洗車機械（洗車機械用布製回 ［審査］
2005.07.27 願書
転ブラシ，その他の洗車機械回転ブラシ）
2005.07.27 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.07 手続補正書
2006.02.07 意見書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.02.07 認定･付加情報
2006.08.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.08 拒絶査定

通常:
2005-069421
標準

通常:
2005-069898
標準

指定商品・役務

07

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2005.08.17 手続補正書(方式)
2005.09.14 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 意見書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶査定
2007.10.24 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）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41

45

うた＆ライブ

通常:
2005-071950
標準

09,42
46

フルメーラー

通常:
2005-072792
標準

19

47

タイルエース

指定商品・役務

中間記録

【09】通信ネットワークを用いてダウンロード可能な携帯電話の着信用音楽，理化学機械器
具，実験用機械器具，模型及び標本，測定機械器具，基本単位計量器，誘導単位計量
器，精密測定機械器具，自動調節機械器具，材料試験機，測量機械器具，天文用測定機
械器具，隠蔽率測定紙，温度指示用シート，発錆度測定用試験片，配電用又は制御用の
機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電線，ケーブル，写真機械器具，
映画機械器具，光学機械器具，望遠鏡類，顕微鏡類，眼鏡，眼鏡の部品及び附属品，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，電話機械器具，有線通
信機械器具，搬送機械器具，放送用機械器具，無線通信機械器具，無線応用機械器具，
遠隔測定制御機械器具，音声周波機械器具，映像周波機械器具，電気通信機械器具の
部品及び附属品，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，メトロノーム，電子応用機械器具及びその部品，電子応用機械器具，電子管，半導体
素子，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
規模集積回路，電子計算機用プログラム，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のプログラムを
記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗
物運転技能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカー
ラー，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式
の道路標識，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホー
ス用ノズル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防
火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マ
スク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク
及びビデオテープ，電子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨
作動式ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写
真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコー
【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，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，カメラその
他の写真機械器具
【42】電子計算機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提供，
電子化した電子メールを記憶・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
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構
築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又
は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，
セメント及びその製品，石材，建築用ガラス

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.15 手続補正書
2006.05.19 手続補正指示書(審査官)
2006.09.01 拒絶査定

分割:
2005-077210
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 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))
2006.09.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.20 意見書
2006.09.26 拒絶査定
2006.11.24 手続補正書
2007.11.06 登録料納付
［登録］
2007.10.16 登録査定書
2007.11.06 設定納付書
2007.11.27 登録証

2008/6/3
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,03,05,06,07,09,1
0,11,12,16,17,19,20,
21,36,37,41,42

48

自然に学ぶものづくり

通常:
2005-078098
標準

06

49

サイレントベント＼ＳｉｌｅｎｔＶｅｎｔ

通常 2005-079415

09,40,41,42

50

ビジュアルトラッキング

通常:
2005-081874
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

【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥 【中間記録情報】
料，写真材料，試験紙，人工甘味料，原料プラスチック，感光剤・溶剤及び樹脂を含有して ［審査］
なる液状フォトレジスト
2005.08.22 願書
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
のり，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類
2006.04.03 手続補正書
【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， 2006.04.03 意見書
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， 2006.09.13 拒絶査定
胸当てパッド，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙
2006.10.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製道路標識（発光式又は機
械式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，金属製金具，金属製包装用容
器，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製家庭用水槽，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐ
いマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，アイゼン，カラビナ，ハーケン，
金属製飛び込み台
【07】土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械
器具，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，
塗装機械器具，包装用機械器具，プラスチック加工機械器具，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，乗物用洗
浄機，軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，バルブ，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，電機
ブラシ
【09】耳栓，オゾン発生器，電解槽，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
【06】通気口用金属製消音器，その他の建築用又は構築用の金属製専用材料
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.03.30 意見書
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
2006.09.12 拒絶査定
2006.11.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【09】電子応用機械器具及びその部品，画像処理装置，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，大規模集積回路，電子計算機用プログラム
【40】写真データの印画処理，写真データの印画処理に関する指導・助言及びこれに関す
る情報の提供
【41】コンピュータプログラム・オンラインデータベースの利用に関する訓練又は実地教育，
電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する教育，デジタル画像処理，コン
ピュータによるデジタル画像処理に関する情報の提供
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用
プログラムの提供，コンピュータソフトウェアのプログラムの更新，インターネットによる電子
計算機用プログラムの提供，コンピュータネットワークのユーザーのためのコンピュータプ
ログラムの設計・作成又は保守，コンピューター用プログラムの設計・作成又は保守に関す
るコンサルティング，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。）の
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.02 上申書
2006.05.16 手続補正書
2006.05.16 意見書
2006.09.29 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

51

52

商標（見本）

商標

ＳＥＸ ＡＮＤ ＴＨＥ ＣＩＴＹ

§Ｔｈｅ Ｓｏｐｒａｎｏｓ

種別 出願番号

区分

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】録音済みオーディオテープ，録画済みビデオテープ，録音・録画済みコンパクトディス 【中間記録情報】
ク，録音・録画済みＤＶＤ，マルチメディア用コンピュータソフトウエアを記憶させたＣＤ－ＲＯ ［審査］
Ｍ，コンピュータ用ゲームプログラム及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶 2005.09.14 願書
させた磁気テープ，コンピュータ用ゲームプログラム及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プ 2005.10.06 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ログラムを記憶させた磁気ディスク，コンピュータ用ゲームプログラム及び家庭用テレビ
ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させたカセットテープ，コンピュータ用ゲームプログラム 条1項11号を除く))
及び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ＲＯＭカートリッジ，コンピュー 2006.06.19 期間延長請求書
タ用ゲームプログラム及び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ＣＤ－Ｒ 2006.07.14 手続補正指令書(中間書類)
ＯＭ，コンピュータ用ゲームプログラム及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，イン 2006.07.18 手続補正書
タラクティブ家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム及びコンピュータ用プログラムを記憶 2006.07.18 意見書
させたＲＯＭカートリッジ，送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃのゲームプログ 2006.07.18 認定･付加情報
ラムを記憶させた電子回路，パソコン及び携帯無線端末にダウンロード可能なテレビドラマ 2006.07.18 認定･付加情報
シリーズの内容及びこれに関連した内容についての記録済みの音声・映像・文字・画像
2006.07.20 手続補足書
【28】送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
2006.08.02 手続補正書(方式)
【41】放映中のテレビドラマシリーズに関連した娯楽の提供，その他の娯楽の提供，電子出 2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
版物の提供，図書及び記録の供覧，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 2006.09.29 拒絶査定
教，植物の供覧，動物の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映 2007.02.13 手続補正書(方式)
2007.02.13 手続補正書
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
2007.02.13 代理人辞任届
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
2007.04.19 手続補正書
ポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作におけ
2007.04.19 上申書
る演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるもの
の操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・ 2007.07.30 登録料納付
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関す
るものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・ ［登録］
運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの 2007.07.02 登録査定書
提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施 2007.07.30 設定納付書
2007.09.04 登録証

09,28,41

【09】録音済みの磁気テープ，録画済みのビデオテープ・ＤＶＤ，録音済みのコンパクトディ 【中間記録情報】
［審査］
スク，マルチメディア用コンピュータソフトウェアを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，家庭用テレビ
2005.09.14 願書
ゲームおもちゃのプログラムを記憶させた磁気テープ，コンピュータ用ゲームプログラムを
記憶させた磁気テープ，家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させた磁気ディス 2005.10.06 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ク，コンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた磁気ディスク，家庭用テレビゲームおも
ちゃのプログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスクカセット，コンピュータ用ゲームプ 条1項11号を除く))
ログラムを記憶させた磁気ディスクカセット，家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記 2006.06.19 期間延長請求書
2006.07.14 手続補正指令書(中間書類)
憶させた磁気テープ・磁気ディスクカートリッジ，コンピュータ用ゲームプログラムを記憶さ
せた磁気ディスクカートリッジ，家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させたＣＤ 2006.07.18 手続補正書
2006.07.18 意見書
－ＲＯＭ，コンピュータ用ゲームプログラムを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な
2006.07.18 認定･付加情報
家庭用テレビゲームおもちゃのプログラム，ダウンロード可能なコンピュータ用ゲームプロ
グラム，双方向家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させた磁気ディスク 2006.07.18 認定･付加情報
2006.07.20 手続補足書
カートリッジ，双方向コンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた磁気ディスクカートリッ
ジ，フォーマット用の画像を記憶した磁気記憶媒体，送受信機能付き携帯用液晶画面ゲー 2006.08.02 手続補正書(方式)
ムおもちゃのゲームプログラムを記憶させた電子回路，ダウンロード可能な携帯電話の呼 2006.08.30 認定･付加情報
び出し音，ダウンロード可能な画像，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な音楽・映 2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
像，ダウンロード可能な映画・音楽の一部領域の画像・音声，ダウンロード可能なアニメー
2006.09.29 拒絶査定
ション画像，テレビドラマシリーズに関連するダウンロード可能な音楽・音声・テキストデー
2007.02.13 手続補正書(方式)
タ・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， 2007.02.13 代理人辞任届
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， 2007.02.13 手続補正書
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 2007.02.28 手続補正書
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 2007.02.28 上申書
2007.03.14 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 2007.10.04 登録料納付
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， 2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【28】送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
2008.01.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【41】放映中のテレビドラマシリーズに関連した娯楽の提供，その他の娯楽の提供，当せん金［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.10.04 設定納付書
2007.11.13 登録証

通常 2005-086202

通常 2005-086203

指定商品・役務

09,28,41
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41,42

53

ＩＴ百葉箱

通常:
2005-087158
標準

07

54

温水ジェット泡洗浄

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.16 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 拒絶査定

【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
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，滑車，ばね，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航
路標識（発光式のものを除く。），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（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，金属製のネームプ
レート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛
けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペン
サー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭
用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼ
ン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.01 手続補正書
2006.05.01 意見書
2006.09.05 拒絶査定
2006.10.05 手続補足書
2007.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-089888
標準

01,02,04,05,06,07,0
9,10,11,16,17,19,20,
21,24,27,29,30,35,3
6,37,39,41,42

55

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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
【07】泡洗浄機能を有する家庭用食器洗浄機，泡洗浄機能を有する家庭用電気洗濯機

Ｇｏｏｄ Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ ｆｏｒ Ｔｏｍ 通常:
2005-091155
ｏｒｒｏｗ
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］
2005.09.27 願書
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 手続補正書
2006.05.08 意見書
2006.09.05 拒絶査定
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No.

56

57

58

商標（見本）

商標

ＢＤＣＡＭ

Ｖ－Ｗｅｂ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.04.21 代理人辞任届
2006.04.21 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.26 拒絶査定

10

【10】医療用診断画像管理装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 手続補正書(方式)
2005.10.05 願書
2005.11.04 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.23 手続補正書
2006.05.23 意見書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.23 認定･付加情報
2006.09.12 拒絶査定
2006.12.06 手続補正書(方式)
2006.12.06 手続補正書
2007.09.12 登録料納付
［登録］
2007.09.04 登録査定書
2007.09.12 設定納付書
2007.10.09 納付書補充命令書(設定)
2007.10.17 納付書(設定補充)
2007.11.27 登録証

07,09,10,40,44

【07】眼鏡を製造するために使用されるウェーブフロントガイディドプレスクリプションを発行
する器具を含むオプティカルエレメンツを製造するために使用される器具
【09】低位又は高位の光学収差の屈折による矯正に使用する眼鏡レンズ・安全眼鏡・サン
グラス・眼鏡・コンタクトレンズを含む眼鏡
【10】眼科用レンズに溝・彫りこみ・証印を施す器具・眼科用レンズの倍率を測定する器具・
眼科用レンズの光心を定める器具を含むオプティカルエレメンツの製造に使用される器
具，屈折計・ケラトメータ・フォロプター・角膜曲率計・トポメータ・トポグラファー・誤差測定器
を含む目の状態の診断・表示・治療用の眼科用及びオプトメトリック器具，眼内レンズを含
むビジョンセラピーコレクション・エンハンスメント用眼内器具
【40】オーダー又は仕様に合わせたオプティカルエレメンツの製造並びにオーダー又は仕様
に合わせた目の状態の診断・表示・治療用の眼科用及びオプトメトリック器具の製造
【44】視力測定サービス，矯正レンズの処方箋の提供
【04】燃料
【11】工業用炉
【40】廃棄物の収集・分別及び処分，廃棄物の再生

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.04.27 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))
2006.09.12 拒絶査定

通常:
2005-092325
標準

通常:
2005-092944
標準

ＶＩＳＩＯＮ ＯＰＴＩＭＩＺＥＤ．ＮＯＴ
通常 2005-093356
ＣＯＭＰＲＯＭＩＳＥＤ．

バイオコークス

通常:
2005-093737
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】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電気アイロン，電気
式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用
液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ

04,11,40
59

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

60

61

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 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)
2006.07.06 意見書
2006.07.06 代理人受任届
2006.07.07 手続補足書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.07 認定･付加情報
2006.08.04 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定

09,16,41

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，写真機械器具，映画機械器
具，光学機械器具，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，レコード，メトロ
ノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィ
ルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ
【16】印刷物
【41】コンピュータネットワーク及びグローバルコンピュータネットワークを利用した双方向型
マルチプレーヤーゲームサービスの提供を含む娯楽の提供，コンピュータネットワーク及び
グローバルコンピュータネットワークを利用してアクセス・プレイ・ダウンロードされるコン
ピュータゲーム及びビデオゲームの提供，ビデオゲーム及びコンピュータゲーム産業並び
にビデオゲーム・コンピュータゲーム・関連製品に関する情報の提供，ビデオゲームプレー
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装
置，換熱器，蒸煮装置，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，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
【14】身飾品，キーホルダー，貴金属，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう
入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入
れ，貴金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製
の花瓶及び水盤，記念カップ，記念たて，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原石
並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【20】アドバルーン，木製又はプラスチック製の立て看板，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，海泡石，こはく，荷役用パレット（金属
製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用いす，理髪店用いす，プラスチック製バルブ（機
械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金属製又は石製のものを除く。），輸送用コンテ
ナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさ
び・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及
びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は
金属製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，麦わらさなだ，木製・竹製又
【09】映写フィルム，スライドフィルム，録音又は録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ
－ＲＯＭ及びＤＶＤ，電子出版物
【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.19 期間延長請求書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定

通常:
2005-093890
標準

11,14,20

62

ペーパーライト＼ＰＡＰＥＲＬＩＧＨ
通常 2005-094144
Ｔ

09,16

63

クリニカルＶＥ

通常 2005-094792

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附
属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕
用ゴムはり付け片

セキュリティパッケージ＼Ｓｅｃｕｒ
通常 2005-093876
ｉｔｙ Ｐａｃｋａｇｅ

Ｘ３６０

指定商品・役務

12

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.24 出願人名義変更届
2005.10.24 手続補足書
2005.11.25 認定･付加情報
2005.11.28 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 意見書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 意見書
2006.06.16 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

64

65

66

67

68

商標（見本）

商標

ファイヤーストップ

ドームビジョン

ハイパーステンレス

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.12 意見書
2006.09.01 拒絶査定
2006.12.04 手続補正書(方式)
2007.10.09 登録料納付
［登録］
2007.09.18 登録査定書
2007.10.09 設定納付書
2007.10.30 登録証

09

【09】映画機械器具，光学機械器具，磁気記録媒体，光学式記録媒体，録画済みビデオ
ディスク及びビデオテープ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2005.10.17 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)
2006.09.01 拒絶査定

09

【09】スロットマシン用メダル，パチスロ機用メダル，業務用テレビゲーム機用メダル

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.10.14 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)
2006.09.01 拒絶査定

09,35,41

【09】電子計算機用プログラム
【中間記録情報】
【35】企業の人事管理・労務管理に関する指導及び助言，企業の人事管理・労務管理に関 ［審査］
する情報の提供，経営の診断又は経営に関する助言
2005.10.18 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【41】経営功績評価の作成に関する訓練及び知識の教授，従業員手当てプランの評価に
関する訓練及び知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は 2006.09.05 拒絶査定
開催

09

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

通常:
2005-095460
標準

通常:
2005-095469
標準

通常:
2005-096055
標準

通常:
2005-097342
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】金属製軒裏換気口

スキルアップステップ＼ＳＫＩＬＬ
通常 2005-097274
ＵＰＳＴＥＰ

アクセスメール

指定商品・役務

06
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2005.10.18 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.06 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,19

69

フェイス

通常:
2005-097571
標準

09,11
70

71

72

73

異品センサ

シンプルライン

ＲＡＮＺＡＮ

ブルッカイト

通常:
2005-098091
標準

指定商品・役務

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料

09

【09】眼鏡，雑誌の内容を記憶させた記録媒体，測定機械器具，電気磁気測定器，電線及 【中間記録情報】
びケーブル，写真機械器具，光学機械器具，加工ガラス（建築用のものを除く。），電気通 ［審査］
2005.10.20 願書
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 意見書
2006.06.28 手続補足書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定

11

【11】空気清浄機，脱臭機，空気清浄機用フィルター，脱臭機用フィルター

通常:
2005-098097
標準

通常:
2005-098451
標準

通常:
2005-099037
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】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 【中間記録情報】
立てセット
［審査］
2005.10.19 願書
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
2005.10.19 認定･付加情報
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
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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， 号)
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，建具（金 2006.07.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.04 手続補正書
属製のものを除く。）
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.04 意見書
2006.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.29 拒絶査定
【09】写真機械器具，映画機械器，光学器械器具，測定機械器具
【中間記録情報】
［審査］
【11】電球類及び照明用器具
2005.10.19 願書
2005.10.20 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))
2006.09.01 拒絶査定
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【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)
2006.06.19 代理人解任届
2006.06.19 認定･付加情報
2006.06.21 意見書
2006.06.21 手続補足書
2006.06.21 代理人受任届
2006.07.20 認定･付加情報
2006.07.20 認定･付加情報
2006.07.20 認定･付加情報
2006.09.12 拒絶査定
2007.09.07 登録料納付
［登録］
2007.09.04 登録査定書
2007.09.07 設定納付書
2007.09.25 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19

74

オーセンティック＼Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ

通常 2005-099365

09

75

ＭＹ ＰＯＩＮＴ ＣＡＲＤ

通常 2005-099368

11

76

ＦｒｅｓｈＫｅｅｐＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

エコスタイル＼ＥＣＯＳＴＹＬＥ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.24 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)
2006.09.08 拒絶査定
2007.01.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-099752
標準

07
77

指定商品・役務
【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ
んが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築
専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建
築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製
の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製の
ものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその
製品，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製
のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠
（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道
路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式
のものを除く。），石製液体貯蔵槽，石製工業用水槽，石製家庭用水槽，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，無機繊維の
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
【11】冷凍機械器具，家庭用冷蔵庫，電気冷蔵庫，電気冷凍庫，アイスボックス，氷冷蔵庫

通常 2005-100121

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.10.24 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 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
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 意見書
2006.08.11 認定･付加情報
2006.08.11 手続補足書
2006.09.08 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定
2006.10.30 手続補足書
2006.11.17 手続補正書
2006.11.17 手続補正書
2006.11.17 手続補足書
2007.12.04 登録料納付
［登録］
2007.11.12 登録査定書
2007.12.04 設定納付書
2008.01.08 登録証

【07】業務用電気洗濯機，業務用衣類立体包装機，その他の業務用クリーニング機械器具 【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定
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No.

78

79

商標（見本）

商標

ファサードエクステリア

アクティブステア

種別 出願番号

区分

81

82

ＳＤ‐Ｊｕｋｅｂｏｘ

§Ａｇ＋プラズマ

銀イオンプラズマ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

07,09,12

【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，業務用攪はん混合機，
業務用皮むき機，業務用食器洗浄機，業務用切さい機，業務用電気式ワックス磨き機，業
務用電気掃除機，家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯
機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄
機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農業用のものを除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，
動力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，バルブ，芝刈機，電動式カーテン引き装置，廃
棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の
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
【09】電子計算機用プログラムを記憶させた光ディスク
【42】インターネットその他の通信ネットワークを用いた電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.10.31 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)
2006.07.05 意見書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.10.31 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)
2006.07.19 意見書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

通常:
2005-100679
標準

通常:
2005-100694
標準

通常 2005-101412

通常 2005-101772

通常 2005-101773

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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専用材料，金属製建造物組立てセット
【19】合成建築専用材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），木材

09,42
80

指定商品・役務

06,19
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【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)
2006.09.05 拒絶査定
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No.

83

84

85

86

87

88

商標（見本）

商標

全自動クリーンロボ

種別 出願番号

区分

ＤｉｇｉｔｉｚｅｒＰｒｏ

デジタイザープロ

ＤＩＧＩＴＩＺＥＲＰＲＯ

11

【11】インバータ制御方式のボイラー，インバータ制御方式の暖冷房装置，インバータ制御 【中間記録情報】
［審査］
方式の冷凍機械器具，インバータ制御方式の家庭用電熱用品類
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)
2006.06.16 意見書
2006.06.16 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定
2007.09.11 登録料納付
［登録］
2007.08.17 登録査定書
2007.09.11 設定納付書
2007.10.02 登録証

09

【09】高所又は低所作業用安全帯

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

09

【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 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)
2006.07.04 意見書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

09

【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 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)
2006.06.30 意見書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

09

【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 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)
2006.06.30 意見書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定
2006.10.11 手続補正書

通常 2005-101774

通常:
2005-102595
標準

通常:
2005-103030
標準

通常:
2005-103031
標準

通常:
2005-103032
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】家庭用電熱用品類

ＩＮＶＥＲＴＥＲ ＧＲＥＥＮ ＰＲＯＪ
通常 2005-101777
ＥＣＴ

エムスパイラル

指定商品・役務

11
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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
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 拒絶査定
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No.

89

90

91

92

商標（見本）

商標

除湿エアドライ

マルチドライ

ＮＡＮＤ ＲＡＭ

ＦｌａｓｈＲＡＭ

種別 出願番号

区分

94

07

【07】家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯機，家庭用電気 【中間記録情報】
［審査］
掃除機，電気ミキサー
2005.11.02 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)
2006.09.05 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，半導体メモリ，その他の電子応用機械器具及びその部品

09

【09】電気通信機械器具，半導体メモリ，その他の電子応用機械器具及びその部品

通常:
2005-103111
標準

通常:
2005-103112
標準

通常:
2005-103429
標準

通常:
2005-103430
標準

95

ＧＯＩＮＧ ＦＵＲＴＨＥＲ ＴＯ ＧＩ
通常 2005-103488
ＶＥ ＹＯＵ ＭＯＲＥ

ＫＵＭＥ＼クメ

ｅ鋳物屋

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.11.04 願書
2005.11.04 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)
2006.09.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2005.11.04 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.19 拒絶査定
【09】コンピュータソフトウェア，コンピュータプログラム用記録済み磁気カード，その他の電 【中間記録情報】
子応用機械器具及びその部品
［審査］
【16】カード，印刷物
2005.11.04 願書
2006.04.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【35】商品のキャンペーンの企画及び運営又は開催，商品の販売促進又は役務の提供促
進のための企画及び運営又は開催，商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクー 2006.09.04 拒絶査定
ポン若しくはポイントの発行・管理・精算及びそれらに関する情報の提供，マーケティング事
業の経営の診断及び指導又は助言及びそれらに関する情報の提供，商品の販売促進又
は役務の提供促進のための顧客の管理，広告宣伝販売促進事務の代行

09

【09】電気通信機械器具，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 【中間記録情報】
［審査］
品
2005.11.04 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.30 意見書
2006.09.01 拒絶査定

06

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属製人工魚礁，金属製道路標識（発光式又は 【中間記録情報】
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。），いかり，金属製ビット， ［審査］
金属製ボラード，金属製栓，金属製ふた，金属製のネームプレート及び標札，金属製郵便 2005.10.20 願書
2005.11.11 職権訂正履歴(職権訂正)
受け，金属製貯金箱，金属製彫刻
2005.11.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.12.13 手続補正書(方式)
2006.02.06 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)
2006.09.01 拒絶査定

通常 2005-103555

通常 2005-103799

中間記録

【07】家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯機，家庭用電気 【中間記録情報】
［審査］
掃除機，電気ミキサー
2005.11.02 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)
2006.09.05 拒絶査定

09,16,35
93

指定商品・役務

07
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No.

96

97

98

商標（見本）

商標

薬石浴

からだケアエアコン

Ｄａｔａ Ｃｏｌｌｅｃｔｏｒ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

10

区分

【10】温熱装置を設けたベッドに天然鉱石を敷き詰めた遠赤外線効果・マイナスイオン効果
を有する健康器具，温熱装置を設け遠赤外線・マイナスイオン・波動・ラジウムを発生する
天然鉱石を敷き詰めたベッド，温熱装置を設けたベッドにラジウム・遠赤外線・マイナスイオ
ン・波動を発生する天然鉱石を敷き詰めた治療用機械器具，温熱治療用ベッド，温熱治療
器具，家庭用電気温熱治療器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
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))
2006.09.08 拒絶査定

11

【11】家庭用エアコンディショナー

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.03 意見書
2006.07.03 手続補足書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.09.19 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】写真複写機，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，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶
画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシ
ン，レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－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，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータ
プログラム，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電子出版物，コンピュータ
ネットワークを通じてダウンロード可能な画像及び映像，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，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能
な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，コンピュータネットワーク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，録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気
テープ，録音済みのコンパクトディスク，ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラ
ム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な電子計算機用プログラム，ダウンロード
可能な電子出版物
【16】紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ
収集用袋，型紙，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，
紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙
類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【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。），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，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，
ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，調理済みのうどん・そば・そうめん・中華そば・スパゲ
ティ・マカロニ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒
【09】電話機械器具，放送用機械器具，無線通信機械器具，無線応用機械器具，音声周波
機械器具，映像周波機械器具，電気通信機械器具の部品及び付属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

通常 2005-104366

通常:
2005-104609
標準

通常:
2005-104702
標準

09,16,30,32,35,36,3
8,39,41,43

99

お酒が飲めない人

通常:
2005-104883
標準

09
100

ディーファイブ＼Ｄ－ＦＩＶＥ＼Ｄ
通常 2005-105335
５

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.01.31 認定･付加情報
2006.02.03 認定情報通知書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.01 拒絶査定
2007.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
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)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 拒絶査定

2008/6/3
30／69

３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

101

102

商標（見本）

商標

おてがるＣＭ

ＥｘｐｒｅｓｓＣｈｅｃｋｏｕｔ

種別 出願番号

区分

Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ ｆｏｒ ｔｈｅ
Ｆｕｔｕｒｅ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 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，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，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，家庭
用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

通常:
2005-105374
標準

通常:
2005-105518
標準

通常 2005-105566

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

中間記録

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具，電子計算機用プログラム
【35】広告

07,09,11

103

指定商品・役務

09,35
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.05 拒絶査定
2007.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/6/3
31／69

３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41

104

ＣＸポッドキャスティング

通常:
2005-105875
標準

09,38,41

105

お台場ポッドキャスティング

通常:
2005-105877
標準

11

106

ＴｏｔａｌＥｃｏＳｙｓｔｅｍ

通常:
2005-106081
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，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，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機
械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御
用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気ア
イロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，携帯電話機用ストラップ及びその他の電気通信
機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防
車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防
火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログ
ラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスー
ツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メト
ロノーム，録音済みコンパクトディスク及びその他の録音済み光学式又は磁気式記録媒
体，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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，その他の録画済みの光学式又は磁気式記録媒体，電子出版物，消火器，電
動式扉開閉装置，ダウンロード可能な移動体電話の着信用音楽又は音声，ダウンロード可
能な移動話用着信メロディー，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な音楽・音声・映
像，ダウンロード可能な音声及び音楽，ダウンロード可能な携帯電話の着信用音楽，ダウ
ンロード可能な着信音，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
【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，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，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機
械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御
用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気ア
イロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，携帯電話機用ストラップ及びその他の電気通信
機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防
車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防
火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログ
ラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスー
ツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メト
ロノーム，録音済みコンパクトディスク及びその他の録音済み光学式又は磁気式記録媒
体，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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，その他の録画済みの光学式又は磁気式記録媒体，電子出版物，消火器，電
動式扉開閉装置，ダウンロード可能な移動体電話の着信用音楽又は音声，ダウンロード可
能な移動話用着信メロディー，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な音楽・音声・映
像，ダウンロード可能な音声及び音楽，ダウンロード可能な携帯電話の着信用音楽，ダウ
ンロード可能な着信音，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
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，ガス暖冷房装置，そ
の他の暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械
器具（いすを除く。），業務用加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，
水道用栓，タンク用水位制御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，業務用ごみ
焼却炉，家庭用ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄水装置，電球類及び照明用器具，家
庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調
理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，
ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，
洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用いす，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 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))
2006.09.01 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 意見書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定
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107

108

109

110

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

竹窓

らくらくモバイルパック

10,24

【10】医療用手袋
【24】敷布，布団カバー，布団側，まくらカバー，織物製いすカバー

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.05.16 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
2006.09.05 拒絶査定

19

【19】飾り窓

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.01 拒絶査定

09,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 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)
2006.09.22 拒絶査定

通常 2005-106242

通常:
2005-106286
標準

通常:
2005-106350
標準

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

中間記録

【11】温水暖房装置及びその他の暖冷房装置，家庭用電気温水暖房器及びその他の家庭 【中間記録情報】
［審査］
用電熱用品類，火鉢類
2005.11.11 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

ＴｈｅｒｍｏＰａｎｅｌ＼サーモパネル 通常 2005-106088

たけふ＼ＴＡＫＥＦＵ

指定商品・役務

11
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

111

らくらく情報共有モバイルパック

通常:
2005-106351
標準

09,42

112

らくらく情報共有ポータル モバ 通常:
2005-106352
イルパック
標準

09,38,41,42
113

ＡｕｄｉｏＢｌｏｇ＼オーディオブログ 通常 2005-106632

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
【09】音楽・音声・画像・映像を記憶させた記録媒体，通信ネットワークを介してダウンロード
可能な音楽・音声・画像・映像
【38】電気通信（放送を除く。）
【41】電子出版物の提供
【42】コンピュータプログラムの設計・作成又は保守，コンピュータプログラムの提供
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 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)
2006.09.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.18 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)
2006.09.15 拒絶査定
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114

115

116

117

118

商標（見本）

商標

ＶｉｄｅｏＢｌｏｇ＼ビデオブログ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】音楽・音声・画像・映像を記憶させた記録媒体，通信ネットワークを介してダウンロード 【中間記録情報】
可能な音楽・音声・画像・映像
［審査］
【38】電気通信（放送を除く。）
2005.11.14 願書
【41】電子出版物の提供
2005.11.18 認定･付加情報
【42】コンピュータプログラムの設計・作成又は保守，コンピュータプログラムの提供
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.15 拒絶査定
2007.04.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.14 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)
2006.09.08 拒絶査定

11

【11】業務用食品保温機

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

11

【11】業務用換気扇，家庭用換気扇

07,09,36

【07】土木機械器具，荷役機械器具
【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾ
ン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレ
コーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付け
チェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救
命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜
水用機械器具，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，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，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
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.08 意見書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.02.14 手続補正指令書(出願)
2006.03.15 手続補正書(方式)
2006.04.14 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.02 手続補正書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.02 意見書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

通常 2005-106633

Ｄｏｃｕｍｅｎｔ Ｓｔａｔｉｏｎ＼ドキュメ
通常 2005-106802
ントステーション

マルチサーバー

プチファン

ＩＴマンション

通常 2005-106904

通常 2005-107136

通常:
2005-107336
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

09,38,41,42
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

119

120

121

122

123

商標（見本）

商標

Ａ４ヘルメット

土間

アヴィラ

ＳＯＬＡＲ ＶＥＨＩＣＬＥ

ビジュアルトラッキング

種別 出願番号

区分

Ｖｉｓｕａｌ Ｔｒａｃｋｉｎｇ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

19

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，セメント及びその製品，石灰製の建築用
又は構築用の専用材料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.11 拒絶査定

19

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.11 拒絶査定

09,12

【09】電池，太陽電池，太陽光発電装置，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，電気アイロン
［審査］
【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 2005.11.16 願書
2006.05.31 代理人変更届
属品
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.05 拒絶査定

07

【07】ロボット，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
【07】ロボット，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

通常:
2005-107482
標準

通常:
2005-107694
標準

通常:
2005-107696
標準

通常:
2005-107833
標準

通常:
2005-107970
標準

通常:
2005-107971
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】保安用ヘルメット，運動用保護ヘルメット

07

124

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.05 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

125

126

商標（見本）

商標

グラビア コレクション

快速番組サーチ

種別 出願番号

区分

まるごとテレビ番組表

09

【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロッ
トマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及
びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデ
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロッ
トマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及
びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデ
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
【09】映写機，オーバーヘッド映写機用透明シート，現像用又は仕上げ用の機械器具，撮影
機，スクリーン，編集機，録音機械器具，その他の映画機械器具

通常 2005-107982

通常:
2005-108013
標準

通常:
2005-108014
標準
09

128

129

130

131

ブラックマトリックススクリーン
Ｂｌａｃｋ Ｍａｔｒｉｘ Ｓｃｒｅｅｎ

通常 2005-108062

スーパー３６０°

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2006.05.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

【09】映写機，オーバーヘッド映写機用透明シート，現像用又は仕上げ用の機械器具，撮影 【中間記録情報】
［審査］
機，スクリーン，編集機，録音機械器具，その他の映画機械器具
2005.11.04 願書
2006.05.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.08 拒絶査定

09

【09】音響再生可能機能付き映写機，音響再生可能機能付きオ－バ－ヘッド映写機用透明
シ－ト，音響再生可能機能付き現像用又は仕上げ用の機械器具，音響再生可能機能付き
撮影機，音響再生可能機能付きスクリ－ン，音響再生可能機能付き録音機械器具，その
他の音響再生可能機能付き映画機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

11

【11】加熱器

【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)
2006.09.05 拒絶査定

通常 2005-108067

通常 2005-108505

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.11.16 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

09
デイライトスクリーン Ｄａｙｌｉｇｈｔ
通常 2005-108065
Ｓｃｒｅｅｎ

オーディオスクリーン Ａｕｄｉｏ
Ｓｃｒｅｅｎ

中間記録

【09】ダウンロード可能な画像，ダウンロード可能な音楽，電気通信機械器具，電子応用機 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.11.16 願書
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
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィル
ム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ダウンロード 項16号)
2006.09.05 拒絶査定
可能な電子出版物，その他の電子出版物

09
127

指定商品・役務

09
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,42

132

Ｑ・ＢＯＯＫ

通常:
2005-108760
標準

09,16,35,42

133

ＱＢＯＯＫ

通常:
2005-108761
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・ＲＯＭ
カートリッジ・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，ダ
ウンロード可能な電子計算機用プログラム，その他の電子計算機用プログラム，電子計算
機（中央処理装置及びその他の周辺機器を含む。），その他の電子応用機械器具及びそ
の部品，ダウンロード可能な音楽，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，その
他の録音済み記録媒体，ダウンロード可能な映像・画像（ダウンロード可能な壁紙を含
む。），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
ロード可能な電子出版物，電子書籍・電子雑誌・電子カタログその他の電子出版物，電気
通信機械器具
【16】紙類，文房具類，書籍その他の印刷物，書画，写真，写真立て
【35】インターネットによる広告の代理及びこれに関する情報の提供，その他の広告及びこ
れに関する情報の提供，インターネット上での広告スペースの提供及びこれに関する情報
の提供，インターネット・電子メールを介しての市場調査及びこれらに関する情報の提供，
その他の市場調査及びこれに関する情報の提供，インターネット・電子メールを介しての経
営の診断及び指導及びこれらに関する情報の提供，その他の経営の診断及び指導及びこ
れらに関する情報の提供，インターネット・電子メールを介しての商品の販売に関する情報
の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，中古車その他の商品の売買契約の
媒介・代理・取次ぎ及びこれらに関する情報の提供
【42】インターネットにおけるホームページの作成及びこれに関する情報の提供，ポータル
サイトその他のインターネットへの接続に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュー
タプログラムその他のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情
報の提供，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸及びこれに関する情報の
提供，インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する情報の提供，ポータル
サイトその他のインターネットへの接続に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュー
【09】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・ＲＯＭ
カートリッジ・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，ダ
ウンロード可能な電子計算機用プログラム，その他の電子計算機用プログラム，電子計算
機（中央処理装置及びその他の周辺機器を含む。），その他の電子応用機械器具及びそ
の部品，ダウンロード可能な音楽，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，その
他の録音済み記録媒体，ダウンロード可能な映像・画像（ダウンロード可能な壁紙を含
む。），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
ロード可能な電子出版物，電子書籍・電子雑誌・電子カタログその他の電子出版物，電気
通信機械器具
【16】紙類，文房具類，書籍その他の印刷物，書画，写真，写真立て
【35】インターネットによる広告の代理及びこれに関する情報の提供，その他の広告及びこ
れに関する情報の提供，インターネット上での広告スペースの提供及びこれに関する情報
の提供，インターネット・電子メールを介しての市場調査及びこれらに関する情報の提供，
その他の市場調査及びこれに関する情報の提供，インターネット・電子メールを介しての経
営の診断及び指導及びこれらに関する情報の提供，その他の経営の診断及び指導及びこ
れらに関する情報の提供，インターネット・電子メールを介しての商品の販売に関する情報
の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，中古車その他の商品の売買契約の
媒介・代理・取次ぎ及びこれらに関する情報の提供
【42】インターネットにおけるホームページの作成及びこれに関する情報の提供，ポータル
サイトその他のインターネットへの接続に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュー
タプログラムその他のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情
報の提供，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸及びこれに関する情報の
提供，インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する情報の提供，ポータル
サイトその他のインターネットへの接続に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュー
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.11.18 認定･付加情報
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)
2006.09.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.11.18 認定･付加情報
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)
2006.09.22 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

134

テキストマイニング

136

137

138

ルーフトップ

インターネット株価情報

09

【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，電気ブザー，火災報知機，盗難警報器，電気計算機，自動販売機，金銭登録機，硬貨
の計数用又は選別用の機械，手動計算機，タイムレコーダー，票数計算機，理化学機械器
具，測定機械器具，家庭用テレビゲームおもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

07

【07】凍霜害防止装置，凍霜害防止装置の制御盤，農園芸用散水装置，農園芸用散水装
置の制御盤

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 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))
2006.09.01 拒絶査定

11

【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，加熱器，冷凍機械器具，乾燥装置，換熱器，蒸煮
装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，業務用加熱調理機械器具，太陽熱
利用温水器，家庭用電熱用品類，浴槽類，家庭用浄水器，洗浄機能付き便座

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.04 拒絶査定

通常:
2005-108785
標準

通常 2005-109285

通常:
2005-109555
標準

Ｆｒｏｓｔ Ｇｕａｒｄ＼フロストガード 通常 2005-109569

ニオイクリン

通常:
2005-109626
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］
2005.11.18 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定

07
135

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【07】屋上設置用送風機，屋上設置用換気機械器具，壁面設置用換気機械器具，その他
の風水力機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。），機械要素（陸上の乗
物用のものを除く。）
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
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))
2006.09.07 拒絶査定
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No.

139

140

141

商標（見本）

商標

スタート脱臭

脱臭空清

Ｔｏｕｃｈ Ｗｉｔｈ Ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ

種別 出願番号

区分

143

144

ＣＯＭＰＡＣＴ ＩＨ

ミクロカット ＭＩＣＲＯＣＵＴ

セキュリティコントローラー

【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1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.04 拒絶査定

11

【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，加熱器，冷凍機械器具，乾燥装置，換熱器，蒸煮
装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，業務用加熱調理機械器具，太陽熱
利用温水器，家庭用電熱用品類，浴槽類，家庭用浄水器，洗浄機能付き便座

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.04 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，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，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，ＰＯＳシステム用端末機・ＰＯＳシステム用バーコード読取機・Ｐ
ＯＳシステム用光学式読取機・ＰＯＳシステム用表示器・ＰＯＳシステム用キーボード・ＰＯＳ
システム用ドロワ・ＰＯＳシステム用プリンタ・ＰＯＳシステム用スキャナ・ＰＯＳシステム用無
線機器・ＰＯＳシステム用コンピュータ・ＰＯＳシステム用ソフトウェア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，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レ
コード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオ
【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，加熱器，冷凍機械器具，乾燥装置，換熱器，蒸煮
装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，業務用加熱調理機械器具，太陽熱
利用温水器，家庭用電熱用品類，浴槽類，家庭用浄水器，洗浄機能付き便座

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.11.29 手続補正書
2005.12.01 優先権証明請求書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具，縫合針

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.06.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.11 拒絶査定

09

【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及び 【中間記録情報】
ケーブル，光学機械器具，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 ［審査］
2005.11.24 願書
2005.11.24 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)
2006.09.15 拒絶査定

通常:
2005-109627
標準

通常:
2005-109628
標準

通常:
2005-109670
標準

通常:
2005-110305
標準

通常:
2005-110341
標準

通常:
2005-110365
標準

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

中間記録

【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，加熱器，冷凍機械器具，乾燥装置，換熱器，蒸煮
装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，業務用加熱調理機械器具，太陽熱
利用温水器，家庭用電熱用品類，浴槽類，家庭用浄水器，洗浄機能付き便座

11
142

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.06.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.04 拒絶査定

2008/6/3
40／69

３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

145

146

147

148

149

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

連石柄

11

【11】浴槽類

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.12 拒絶査定

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，石材

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

01,06

【01】炭素
【06】銑鉄

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.12.09 手続補正指令書(出願)
2005.12.13 手続補正書
2006.01.27 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.29 手続補正書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.03.09 認定･付加情報
2006.03.09 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

通常:
2005-110477
標準

通常:
2005-110520
標準

デトックスストーン＼Ｄｅｔｏｘ Ｓｔ
通常 2005-110621
ｏｎｅ

人（図）

通常 2005-110711

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

中間記録

【09】電子計算機用プログラム，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，業務用テレビ 【中間記録情報】
ゲーム機，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信 ［審査］
2005.11.24 願書
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
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用
自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，録画済みビデオディスク及び 項16号)
ビデオテープ，文字情報・画像情報若しくは音声情報を記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，電子出版 2006.07.19 意見書
2006.07.20 手続補足書
物
2006.07.25 上申書
2006.08.16 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定
2007.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ｍ－フィルター＼ｍ－ＦＩＬＴＥＲ 通常 2005-110474

ユニバーサルグリップ

指定商品・役務

09
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2008/6/3
41／69

３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

150

ＡＶ Ｌｉｂｒａｒｙ

通常 2005-110920

09,37

151

152

153

フィールドサポートシステム＼Ｆｉ
通常 2005-110921
ｅｌｄ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｓｙｓｔｅｍ

ＰＢエンハンサー

総方向電話

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【09】液晶プロジェクター，液晶プロジェクションモニター，電子応用機械器具，液晶プロジェ 【中間記録情報】
［審査］
クションテレビジョン受信機，テレビジョン受信機，その他の電気通信機械器具
2005.11.25 願書
2006.06.30 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))
2006.08.09 意見書
2006.09.08 拒絶査定
2006.10.12 手続補足書
2006.12.20 手続補正書(方式)
2008.04.18 出願却下処分書(登録)

09

【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子応用機械器具
及びその部品，ロケット，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，乗り物の故障の警告用の三角標識，鉄道用信号機，発光式又は機械式の道路標
識，火災報知器，ガス漏れ報知器，事故防護用手袋，盗難警報器，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，保安用ヘルメット，防火被服，
防塵マスク，防毒マスク，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，磁心，映写
フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済ビデオディスク及びビデオ
テープ，ガソリンステーション用装置，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマ
シーン，駐車場用硬貨作動式ゲート，自動販売機，金銭登録機，計算尺，手動計算機，硬
貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，電気計算機，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，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，潜水用機械器具，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，家庭用テレビゲームおもちゃ，電動式扉自動開閉装置，検卵器，電気溶接装置，メト
ロノーム，電子出版物，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログ
ラム，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム，ダウンロード可能

通常:
2005-111035
標準

通常 2005-111108

指定商品・役務

【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具
2005.11.25 願書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 意見書
2006.09.05 拒絶査定
2006.11.15 手続補正書
2007.06.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.13 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.11.02 登録料納付
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.23 登録査定書
2007.11.02 設定納付書
2007.11.20 登録証
【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，プリンタ機能・ファクシミリ機能・スキャナ機能を搭載したデジタル複写機並びにこれ ［審査］
らの部品及び付属品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具
2005.11.25 願書
【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，プリンタ機 2006.07.04 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))
能・ファクシミリ機能・スキャナ機能を搭載したデジタル複写機の修理又は保守
2006.08.11 意見書
2006.09.26 拒絶査定
2006.11.01 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］
2005.11.11 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

154

総方向通信

通常 2005-111109

09
155

高速聴覚トレーニング

ケータイ・リンク

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.05.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

【09】コンピュータソフトウェア

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2005.11.28 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定

通常:
2005-111198
標準

09
156

指定商品・役務
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子応用機械器具
及びその部品，ロケット，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，乗り物の故障の警告用の三角標識，鉄道用信号機，発光式又は機械式の道路標
識，火災報知器，ガス漏れ報知器，事故防護用手袋，盗難警報器，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，保安用ヘルメット，防火被服，
防塵マスク，防毒マスク，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，磁心，映写
フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済ビデオディスク及びビデオ
テープ，ガソリンステーション用装置，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマ
シーン，駐車場用硬貨作動式ゲート，自動販売機，金銭登録機，計算尺，手動計算機，硬
貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，電気計算機，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，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，潜水用機械器具，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，家庭用テレビゲームおもちゃ，電動式扉自動開閉装置，検卵器，電気溶接装置，メト
ロノーム，電子出版物，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログ
ラム，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム，ダウンロード可能
【09】音声を通常より高速度で聴くための訓練法を解説した電子出版物，電子出版物，通
信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物

通常:
2005-111239
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.11 拒絶査定

06,09,12,19,22,36,3 【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，金属製屋根，金属製屋根板，金属製 【中間記録情報】
屋根瓦，金属製屋根材，その他の建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物 ［審査］
7

157

エコサンシェード

通常:
2005-111241
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。

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
【09】フィルム型太陽電池，その他の太陽電池，コネクタ付ケーブル，その他の電線及び
ケーブル，無停電電源装置，その他の電源装置，蓄電池，直流交流変換器，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

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

2005.11.28 願書
2006.06.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.06 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
17,19

158

159

160

161

Ｎ．Ｓ．－ＣＬ

スクールオフィス

ＮＥＶＡＤＡＲＥＳＯＲＴ

気光石

家電コンビニ

09

09

【09】スロットマシン

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 意見書
2006.09.05 拒絶査定

19

【19】岩盤浴室の床に敷設して使用する石材

通常:
2005-111278
標準

通常:
2005-111325
標準

通常 2005-111541

通常:
2005-111620
標準

通常:
2005-111621
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］
2005.11.28 願書
2005.11.28 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.11 拒絶査定

09
162

指定商品・役務
【17】雲母，ガスケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），パッキング，灌漑用散水ホース，
ゴム製ホース，消防用ホース，石綿製防火幕，オイルフェンス，電気絶縁材料，ゴム製又は
バルカンファイバー製の座金及びワッシャー，蹄鉄（金属製のものを除く。），化学繊維（織
物用のものを除く。），石綿，岩石繊維，鉱さい綿，糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを
除く。），化学繊維糸（織物用のものを除く。），石綿糸，石綿織物，石綿製フェルト，絶縁手
袋，ゴムひも，石綿ひも，石綿網，ゴム製包装用容器，ゴム製栓，ゴム製ふた，農業用プラ
スチックフィルム，コンデンサーペーパー，石綿紙，バルカンファイバー，プラスチック製の
管，プラスチック製のホース，その他のプラスチック基礎製品，ゴム製の管，その他のゴ
ム，岩石繊維製防音材（建築用のものを除く。），石綿の板，石綿の粉
【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，プラスチック製排水管，プラスチック製送
水管，プラスチック製ハンドホール，プラスチック製建築用パネル，その他のプラスチック製
建築専用材料，コンクリート打設用型枠（金属製のものを除く。），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，コンクリート製ハンドホール，コンク
リート製建築材料，その他の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。），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
【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 意見書
2006.09.01 拒絶査定
2006.11.27 手続補正書(方式)
2007.09.25 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］
2007.09.10 登録査定書
2007.09.25 設定納付書
2007.10.16 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 拒絶査定
【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電池，電線及びケー 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.11.28 願書
械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおも
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライ 2006.09.15 拒絶査定
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

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

2008/6/3
44／69

３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

163

164

165

166

167

商標（見本）

商標

ＷｉＭＡＸ Ｐｌｕｓ ＰＬＣ

ワイマックスプラスピーエルシー

ハイブリッド・デガー

ドハタタキ

快速冷暖

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，配電用又は制御用の機械器
具，電気ブザー，火災報知機，盗難警報器，電気計算機，自動販売機，金銭登録機，硬貨
の計数用又は選別用の機械，手動計算機，タイムレコーダー，票数計算機，理化学機械器
具，測定機械器具，家庭用テレビゲームおもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
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)
2006.09.15 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，配電用又は制御用の機械器
具，電気ブザー，火災報知機，盗難警報器，電気計算機，自動販売機，金銭登録機，硬貨
の計数用又は選別用の機械，手動計算機，タイムレコーダー，票数計算機，理化学機械器
具，測定機械器具，家庭用テレビゲームおもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
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)
2006.09.15 拒絶査定

07

【07】農業用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2005.11.30 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)
2006.09.15 拒絶査定

08

【08】盛り土の法面を固めるために使用する手動工具，その他の手動工具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 拒絶査定

11

【11】暖冷房装置，家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2005.11.30 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.15 意見書
2006.08.15 手続補足書
2006.08.15 代理人受任届
2006.08.15 手続補足書
2006.08.15 手続補足書
2006.08.15 認定･付加情報
2006.08.15 手続補足書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.25 拒絶査定
2006.12.28 手続補正書(方式)
2006.12.28 手続補足書
2007.09.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.12 登録料納付
［登録］
2008.01.28 登録査定書
2008.02.12 設定納付書
2008.03.04 登録証

通常:
2005-112005
標準

通常:
2005-112007
標準

通常:
2005-112227
標準

通常:
2005-112389
標準

通常:
2005-112405
標準

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

中間記録

09
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

168

169

170

171

172

商標（見本）

商標

超高速モーツァルト

ＶＬカプセル

ガラスといし

デコデンジャケット

ストラップコレクション

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】映像周波機械器具，ビデオカメラ，ビデオディスクプレーヤー，ビデオテープレコー
【中間記録情報】
ダー，レコード，ＥＰレコード，ＬＰレコード，録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テー ［審査］
プ，録音済みのコンパクトディスク，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路 2005.11.17 願書
2005.12.16 手続補正指令書(出願)
及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，携
2006.01.10 手続補正書(方式)
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，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，映写フィルム，スライド 2006.02.06 認定･付加情報
2006.02.06 認定･付加情報
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
2006.05.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

11

【11】空間演出照明用周辺装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.12.09 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))
2006.09.08 拒絶査定

08

【08】手動利器（「刀剣」を除く。），刀剣，手動工具（「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除
く。），すみつぼ類，皮砥，鋼砥，砥石

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

09

【09】携帯電話機用カバー，携帯電話機用ケース，携帯電話機用部品又は付属品，電気通 【中間記録情報】
［審査］
信機械器具
2005.12.01 願書
2005.12.01 手続補足書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.12 拒絶査定

09

【09】自動販売機，救命用具，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光 【中間記録情報】
学機械器具，測定機械器具，電池，電気アイロン，電気通信機械器具，電子応用機械器具 ［審査］
及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用の 2005.12.01 願書
プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエットスーツ，浮袋， 2005.12.01 認定･付加情報
2006.03.29 出願人名義変更届(一般承継)
水泳用浮き板，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子
回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済 2006.05.02 手続補正書
2006.05.10 認定･付加情報
みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.12 拒絶査定

通常:
2005-112522
標準

通常:
2005-112559
標準

通常:
2005-112578
標準

通常:
2005-112604
標準

通常:
2005-112871
標準

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

中間記録

09
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,10,11

173

174

175

176

177

大変！

ＴｅｒａＥｘｐｒｅｓｓ

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.26 意見書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

09

19

【19】木製床材，木製の床暖房用床材

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2005.12.13 手続補正書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.01.12 上申書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定

08

【08】手動利器，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， 【中間記録情報】
缶切り，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 ［審査］
2005.12.05 願書
のを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，
2005.12.05 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.29 拒絶査定

19

【19】セメント及びその製品

通常:
2005-113139
標準

通常:
2005-113233
標準

プライムフロア＼ＰＲＩＭＥ ＦＬＯ
通常 2005-113713
ＯＲ

剣∞ＫＥＮ

生コンＥＣシステム

通常 2005-113796

通常:
2005-113824
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

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液，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
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水
器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ
灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用い
す，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，化学物質を充てんした保温保冷具，火鉢類
【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.11 意見書
2006.07.11 手続補足書
2006.08.09 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38

178

179

180

181

182

ＶｏｉｃｅＣｏｎｃｉｅｒｇｅ

通常:
2005-113991
標準

直角バーナー

通常:
2005-113994
標準

垂直バーナー

ＳＹＳＴＥＭ Ｉ５

11

11

【11】火葬炉

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.19 拒絶査定

11

【11】火葬炉

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.19 拒絶査定

09,16,37,42

【09】電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用ユーザーマ
ニュアルを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，
電気通信機械器具，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子計算機用プログラ
ム，電子出版物
【16】紙類，印刷物，文房具類
【37】映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，写真機械器具の修理又は保
守，事務用機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機
械器具（電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の修理又は保守，
集積回路製造装置の修理又は保守，電子計算機の修理又は保守
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守の助言，電子計算機の貸与，コンピュータネットワークシステムの保守（コン
ピュータのハードウェアを除く。），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，電子計算機データの暗号化処理，電子商取引における第三
者に対するオンラインによるユーザの本人確認・証明，コンピュータデータベースへのアク
セスタイムの賃貸，コンピュータデータの暗号化及び保全のために用いるコンピュータプロ
グラムの設計・作成又は保守，インターネットを利用したコンピュータソフトウェアの提供，電

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.07 優先権証明書提出書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.01.12 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.16 意見書
2006.08.17 手続補足書
2006.08.17 認定･付加情報
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶査定

通常:
2005-113998
標準

優先:
2005-114218
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］
2005.12.05 願書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 拒絶査定

通常:
2005-113940
標準

天井バーナー

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，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
【11】火葬炉
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.19 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,37,42

183

ＳＹＳＴＥＭ Ｚ９

優先:
2005-114221
標準

09,16,37,42

184

ＳＹＳＴＥＭ Ｐ５

優先:
2005-114222
標準

06
185

新竹アーチ

通常:
2005-114241
標準

09,10
186

三次元

指定商品・役務
【09】電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用ユーザーマ
ニュアルを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，
電気通信機械器具，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子計算機用プログラ
ム，電子出版物
【16】紙類，印刷物，文房具類
【37】映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，写真機械器具の修理又は保
守，事務用機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機
械器具（電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の修理又は保守，
集積回路製造装置の修理又は保守，電子計算機の修理又は保守
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守の助言，電子計算機の貸与，コンピュータネットワークシステムの保守（コン
ピュータのハードウェアを除く。），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，電子計算機データの暗号化処理，電子商取引における第三
者に対するオンラインによるユーザの本人確認・証明，コンピュータデータベースへのアク
セスタイムの賃貸，コンピュータデータの暗号化及び保全のために用いるコンピュータプロ
グラムの設計・作成又は保守，インターネットを利用したコンピュータソフトウェアの提供，電
【09】電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用ユーザーマ
ニュアルを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，
電気通信機械器具，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子計算機用プログラ
ム，電子出版物
【16】紙類，印刷物，文房具類
【37】映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，写真機械器具の修理又は保
守，事務用機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機
械器具（電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の修理又は保守，
集積回路製造装置の修理又は保守，電子計算機の修理又は保守
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守の助言，電子計算機の貸与，コンピュータネットワークシステムの保守（コン
ピュータのハードウェアを除く。），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，電子計算機データの暗号化処理，電子商取引における第三
者に対するオンラインによるユーザの本人確認・証明，コンピュータデータベースへのアク
セスタイムの賃貸，コンピュータデータの暗号化及び保全のために用いるコンピュータプロ
グラムの設計・作成又は保守，インターネットを利用したコンピュータソフトウェアの提供，電
【06】合成樹脂を被覆してなる鋼管製のアーチ状農園芸用支柱

通常:
2005-114284
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］
2005.12.06 願書
2005.12.07 優先権証明書提出書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.01.12 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.16 意見書
2006.08.16 認定･付加情報
2006.08.17 手続補足書
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.07 優先権証明書提出書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.01.12 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.16 意見書
2006.08.16 認定･付加情報
2006.08.17 手続補足書
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.06 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)
2006.09.15 拒絶査定

【09】理化学機械器具，測定機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼 【中間記録情報】
鏡，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
［審査］
2005.12.06 願書
【10】医療用機械器具
2005.12.06 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)
2006.09.25 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

187

モザイク崩し

通常 2005-114436

17,19

188

タイル一発

通常:
2005-114458
標準

12
189

カーゴ＼ＣＡＲＧＯ

指定商品・役務
【09】業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機の筐体，業務用テレビゲーム機のプロ
グラムを記憶させた電子回路その他の記憶媒体，業務用ゲーム機のプログラム，業務用
テレビゲーム機の部品及び付属品，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラ
ム及び同追加データ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練
用シミュレーター，ダウンロード可能な移動体電話用コンピュータプログラム・待ち受け画
像・着信音用音楽・着信音用音声，コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁
気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びそ
の部品（マウスパッド，キーボードカバーその他の周辺機器を含む。），ダウンロード可能な
コンピュータ用プログラム及びコンピュータ用ゲームの追加データ，電気通信機械器具（携
帯電話用ストラップその他の電気通信機械器具の部品及び附属品を含む。），家庭用テレ
ビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた読出し専用の
カートリッジ式電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク・その
他の記憶媒体，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム及び同追加
データ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－
ＲＯＭその他の記憶媒体，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログ
ラム及び同追加データ，レコード（録音済みコンパクトディスクを含む。），電子楽器用自動
演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭその他の記憶媒体，ダウンロード
可能な音楽及び音声，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済
みビデオディスク及びビデオテープ，ダウンロード可能な画像，電子出版物，自動販売機，
遊戯用メダル貸出機
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，電子計
算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供，ボウリング場・
その他の運動施設の提供，録音済みコンパクトディスク・録音済み光磁気ディスク・録音済
み磁気テープ・その他のレコードの貸与，録画済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスクの
【17】接着効果のある充填用パテ，雲母，ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ（機械
要素に当たるものを除く。），ガスケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），パッキング，消
防用ホース，石綿製防火幕，オイルフェンス，電気絶縁材料，ゴム製又はバルカンファイ
バー製の座金及びワッシャー，蹄鉄（金属製のものを除く。），化学繊維（織物用のものを除
く。），石綿，岩石繊維，鉱さい綿，糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除く。），化学繊
維糸（織物用のものを除く。），石綿糸，石綿織物，石綿製フェルト，絶縁手袋，ゴムひも，
石綿ひも，石綿網，ゴム製包装用容器，ゴム製栓，ゴム製ふた，農業用プラスチックフィル
ム，コンデンサーペーパー，石綿紙，バルカンファイバー，プラスチック基礎製品，ゴム，岩
石繊維製防音材（建築用のものを除く。），石綿の板，石綿の粉
【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，建築用又は構築用のパテ，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
【12】二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品

通常 2005-114668

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.12.06 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.06 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)
2006.09.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2005.12.07 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)
2006.09.22 拒絶査定
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No.

190

191

商標（見本）

商標

Ｐｒｉｎｔ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｕｔｉｌｉｔｙ

システムバルコニー

種別 出願番号

区分

システムバルコニー＋（システ
ムバルコニープラス）

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定

19,20,37

【19】ユニット式のバルコニー用石製床材，ユニット式のバルコニー用木製木材，ユニット式
のバルコニー用セメント製品，バルコニー組立てセット
【20】植木鉢陳列台，植木鉢用の棚
【37】建物のガス・電気・水道・その他のメンテナンスに関するコンサルティング，外構工事，
改修工事，解体工事一式，外壁の修理又は保守，外壁仕上工事，仮設工事，給湯施設工
事，給排水・衛生設備工事，空調工事，建築一式工事の媒介・取次，家具の設置工事，建
築物の工事監理，その他の工事監理，建築物の内外の清掃，消防施設工事，水道施設工
事，清掃施設工事，プラント設備工事，機械器具設備工事，ガス供給設備工事，造園工
事，建物の修理又は保守，建物の増築・改築・修繕の工事，内装改修工事，襖・じゅうた
ん・壁紙の張替え，建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，
ガラス工事，鋼構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建
具工事，鉄筋工事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工
事，防水工事，屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信
工事，熱絶縁工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の修理又
は整備，船舶の建造，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，
鉄道車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保
守，光学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修
理又は保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装
置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理
又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子計算機（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・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。）の修理又
は保守，電話機の修理，土木機械器具の修理又は保守，ラジオ受信機又はテレビジョン受
信機の修理，電気通信機械器具（電話機械器具・放送用機械器具を除く。）の修理，民生
用電気機械器具の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用機械
器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器
【19】ユニット式のバルコニー用石製床材，ユニット式のバルコニー用木製木材，ユニット式
のバルコニー用セメント製品，バルコニー組立てセット
【20】植木鉢陳列台，植木鉢用の棚
【37】建物のガス・電気・水道・その他のメンテナンスに関するコンサルティング，外構工事，
改修工事，解体工事一式，外壁の修理又は保守，外壁仕上工事，仮設工事，給湯施設工
事，給排水・衛生設備工事，空調工事，建築一式工事の媒介・取次，家具の設置工事，建
築物の工事監理，その他の工事監理，建築物の内外の清掃，消防施設工事，水道施設工
事，清掃施設工事，プラント設備工事，機械器具設備工事，ガス供給設備工事，造園工
事，建物の修理又は保守，建物の増築・改築・修繕の工事，内装改修工事，襖・じゅうた
ん・壁紙の張替え，建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，
ガラス工事，鋼構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建
具工事，鉄筋工事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工
事，防水工事，屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信
工事，熱絶縁工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の修理又
は整備，船舶の建造，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，
鉄道車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保
守，光学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修
理又は保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装
置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理
又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子計算機（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・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。）の修理又
は保守，電話機の修理，土木機械器具の修理又は保守，ラジオ受信機又はテレビジョン受
信機の修理，電気通信機械器具（電話機械器具・放送用機械器具を除く。）の修理，民生
用電気機械器具の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用機械
器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.06.19 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))
2006.09.19 拒絶査定

通常:
2005-114761
標準

通常:
2005-114821
標準

通常:
2005-114822
標準

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

中間記録

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

19,20,37

192

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.06.19 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))
2006.09.19 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

193

Ｐｏｄ Ｌｅａｒｎｉｎｇ＼ポッドラーニ
通常 2005-114946
ング

09

194

ＳｔｒｅａｍＰｒｏｃｅｓｓｏｒ

ＨＡＬ

通常 2005-115032

09
196

ＷｉＭＡＸ＋ＰＬＣ

通常:
2005-115081
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］
2005.12.07 願書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.29 拒絶査定

【09】耳栓，加工ガラス（建設用のものを除く。），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
記録器，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，票数計算器，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，乗用運転技能訓練用シュミレーター，運転技能訓練用シュミレー
ター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学器械器具，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
ライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭
用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウェットスーツ，浮袋，運動用保護
ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用
自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スラ
【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，電気ブザー，火災報知機，盗難警報器，電気計算機，自動販売機，金銭登録機，硬貨
の計数用又は選別用の機械，手動計算機，タイムレコーダー，票数計算機，理化学機械器
具，測定機械器具，家庭用テレビゲームおもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
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)
2006.09.15 拒絶査定

通常:
2005-114954
標準

09

195

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2005.12.07 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)
2006.09.22 拒絶査定
2006.11.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
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)
2006.09.22 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

197

198

199

200

201

商標（見本）

商標

ＷｉＭＡＸ ＰＬＣ

ワイマックスピーエルシー

ソーラービークル

ＫＴ Ｗｏｏｄ Ｔｒｕｓｓ

組みボルト

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，配電用又は制御用の機械器
具，電気ブザー，火災報知機，盗難警報器，電気計算機，自動販売機，金銭登録機，硬貨
の計数用又は選別用の機械，手動計算機，タイムレコーダー，票数計算機，理化学機械器
具，測定機械器具，家庭用テレビゲームおもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
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)
2006.09.22 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，配電用又は制御用の機械器
具，電気ブザー，火災報知機，盗難警報器，電気計算機，自動販売機，金銭登録機，硬貨
の計数用又は選別用の機械，手動計算機，タイムレコーダー，票数計算機，理化学機械器
具，測定機械器具，家庭用テレビゲームおもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
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)
2006.09.22 拒絶査定

09,12

【09】電池，太陽電池，太陽光発電装置，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，電気アイロン
［審査］
【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 2005.12.08 願書
2006.05.31 代理人変更届
属品
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.26 拒絶査定

19

【19】建築用又は構築用の木製専用材料，木製建造物組立てセット，木材

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.08 上申書
2005.12.20 認定･付加情報
2005.12.21 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.28 拒絶査定

06,07

【06】金属製金具
【07】農業用機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，芝刈機

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

通常:
2005-115083
標準

通常:
2005-115085
標準

通常:
2005-115192
標準

通常:
2005-115240
標準

通常:
2005-115374
標準

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

中間記録

09
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
12,37

202

サイクル工房

204

205

ＵＹロッド

Ｍロックチェーン

パイプインバート

07

19

【19】合成樹脂製排水桝

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.09 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)
2006.09.29 拒絶査定

通常:
2005-115404
標準

通常:
2005-115468
標準

通常 2005-115579

通常:
2005-115608
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］
2005.12.08 願書
2005.12.08 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定

06

203

指定商品・役務
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動力伝導装置，緩衝器，ば
ね，制動装置，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（「エアクッション艇」を除
く。），エアクッション艇，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及
び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品
及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブ
の修繕用ゴムはり付け片
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は
保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発
電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定
機械器具の修理又は保守，医療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印
刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器
製造機械の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理
又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修
理又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保
守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又
は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理
【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，金属製航路標識（発光式のものを除
く。），金属製貯蔵槽類，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤ
ロープ，金網，金属製のネームプレート及び標札，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，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，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
【07】自動二輪車用駐輪装置
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.06.30 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))
2006.09.29 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.06.27 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))
2006.09.26 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,19

206

207

208

209

210

211

ウッディバーク

節約上手

節約上手

ＢｒａｎｃｈＰｏｒｔ＼ブランチポート

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.25 拒絶査定

09

11

【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.26 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.26 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］
2005.12.09 願書
2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.27 拒絶査定

通常:
2005-115636
標準

通常 2005-115880

通常 2005-115881

通常 2005-115936

ＢｒａｎｃｈＣｏｎｔｒｏｌｌｅｒ＼ブランチ
通常 2005-115937
コントローラ

アイティケイビホショウ＼ＩＴ警備
通常 2005-115982
保障

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

中間記録

【06】非鉄金属及びその合金，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
【09】電池，電気アイロン，電気式ヘアカラー，電気ブザー，電気通信機械器具

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.06.30 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))
2006.09.29 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

212

213

214

215

216

217

商標（見本）

商標

復帰タイマー

マルチゾーン空調

ワイドスイング気流

アレル・除菌フィルター

丸ごとクリーン

Ｂｅａｕｔｙ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｎｏｂｉｌｉｔｙ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】携帯電話のタイマー、電気製品のタイマー

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2005.12.26 認定･付加情報
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))
2006.09.15 拒絶査定

11

【11】業務用エアコンディショナー，家庭用エアコンディショナー

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.25 拒絶査定

11

【11】火鉢類，加熱器，冷凍機械器具，乾燥装置，換熱器，熱交換器，暖冷房装置，業務用 【中間記録情報】
［審査］
加熱調理機械器具，太陽熱利用温水器，家庭用電熱用品類
2005.12.12 願書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.25 拒絶査定

11

【11】業務用エアコンディショナーのフィルター，家庭用エアコンディショナーのフィルター

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.25 拒絶査定

11

【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，加熱器，冷凍機械器具，乾燥装置，換熱器，蒸煮
装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，業務用加熱調理機械器具，太陽熱
利用温水器，家庭用電熱用品類，浴槽類，家庭用浄水器，洗浄機能付き便座

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.25 拒絶査定

08,11

【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，脱毛器，手動利器（「刀剣」を除く。），刀剣，手動工具（「すみつぼ類・
皮砥・鋼砥・砥石」を除く。），すみつぼ類，皮砥，鋼砥，砥石，エッグスライサー（電気式の
ものを除く。），かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除
く。），スプーン，チーズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを
除く。），フォーク，アイロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，
暖炉用ふいご（手持ち工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤
用噴霧器（手持ち工具に当たるものに限る。），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
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，業務用ごみ焼却炉，太陽熱利用温水
器，浄水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，吸引器，水道蛇口用座金，
水道蛇口用ワッシャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵
庫，家庭用浄水器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，
かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，
和式便器用いす，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，家庭用ごみ焼却炉，化学物質

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.06.27 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))
2006.09.26 拒絶査定

通常:
2005-116068
標準

通常:
2005-116190
標準

通常:
2005-116191
標準

通常:
2005-116195
標準

通常:
2005-116197
標準

通常:
2005-116267
標準

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

中間記録

11
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No.

218

219

商標（見本）

商標

軽さ一番

ガチャガチャ

種別 出願番号

区分

ダイビングギアドットコム

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2005.12.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定

09

【09】ダウンロード可能な移動体電話用着信メロディー・その他のダウンロード可能な音楽，
電話機，その他の電話機械器具，ファクシミリ，その他の有線通信機械器具，音声周波電
送機械器具，その他の搬送機械器具，ラジオ受信機，その他の放送用機械器具，携帯用
通信機械器具，その他の無線通信機械器具，乗物用ナビゲーション装置，その他の無線
応用機械器具，遠隔測定制御機械器具，コンパクトディスクプレーヤー，その他の音声周
波機械器具，ビデオカメラ，その他の映像周波機械器具，ヘッドホン，その他の電気通信
機械器具の部品及び附属品，電子計算機，その他の電子応用機械器具，電子回路（電子
計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。），集積回路，大規模集積回路，電子計
算機用プログラム，磁気測定器，その他の電気磁気測定器，通信ケーブル，その他のケー
ブル，録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，
ＥＰレコード，ＬＰ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，業務用テレビゲーム機，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，自動販売
機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，カメラ，
その他の写真機械器具，映写機，その他の映画機械器具，レンズ，その他の光学機械器
具，拡大鏡，その他の顕微鏡類，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，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
【09】ドライスーツ，潜水用手袋，スキューバダイビング用コンピューター，ダイビングゴーグ
ル，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
【25】ダイビング用ブーツ，ダイビング用シューズ，サーフィン用ウェットスーツ，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
【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，インバータ
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用
品類

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.02.08 手続補正書(方式)
2006.04.07 手続補正指令書(中間書類)
2006.04.12 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.22 拒絶査定

通常 2005-116599

通常 2005-116619

通常 2005-116647

09,11
221

ＴＨＥ・インバータ

通常:
2005-116779
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】安全靴並びにその部品及び附属品，事故防護用靴並びにその部品及び附属品，放
射線用保護靴並びにその部品及び附属品，防火靴並びにその部品及び附属品，火災用
保護靴並びにその部品及び附属品

09,25,35

220

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.05.24 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))
2006.09.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.06.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定
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No.

222

223

224

225

商標（見本）

商標

スキミングブロッカー

ｅ－分電盤＼ネットワーク対応
型住宅用分電盤

だれでもトイレ

ｏｕｔｌｅｔ ｆａｃｔｏｒｙ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2005.12.26 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)
2006.09.22 拒絶査定
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 手続補正書
2006.08.01 意見書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶査定
2008.01.15 登録料納付
2008.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.01.15 登録査定書
2008.01.15 設定納付書
2008.02.12 登録証
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【11】便所ユニット

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

04,06,08,09,11,12,1
4,18,20,21,22,24,25,
27,28,37,39,41,43

【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，ランプ用灯しん，ろうそく
【06】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
【08】登山用又はキャンプ用のナイフ，その他の手動利器，登山用又はキャンプ用のハン
マー，その他の手動工具，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，水中ナイフ，水中ナ
イフ保持具，ピッケル
【09】耳栓，救命用具，消火器，オートバイ用ヘルメット，その他の保安用ヘルメット，潜水用
機械器具，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，写真機
械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，事故防護用手袋，運動用ゴーグ
ル，水中眼鏡，その他の眼鏡，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメッ
ト，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，潜水用手袋
【11】ダイビング用ライト，その他の電球類及び照明用器具，登山用又はキャンプ用ガスこ
んろ，その他の加熱器，調理台，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，登
山用又はキャンプ用石油ストーブ，その他の火鉢類
【12】落下傘，船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道
車両並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転
車並びにそれらの部品及び附属品，そり，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【14】キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・
塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製の
ろうそく消し及びろうそく立て，記念カップ，記念たて，メダル，その他の身飾品，時計
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，登山用ステッキ，その他のステッキ，つ
え，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【20】登山用又はキャンプ用家具，その他の家具，登山用又はキャンプ用マットレス，スリー
ピングバッグ
【21】なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.16 手続補足書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

通常:
2005-117167
標準

通常 2005-117454

通常:
2005-117643
標準

通常 2005-117964

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

中間記録

09
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,09,16,17,35,36

226

ハイブリッドタグ

通常:
2005-118117
標準

09
227

ＥＬディスプレイ

ＫＡＮＯＵ ＦＲＥＥＺＥＲ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.08 拒絶査定

通常 2005-118146

11
228

指定商品・役務
【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
【09】磁気カード，ＩＣカード，カードリーダー，磁気カードまたはＩＣカードへのデータ・プログラ
ム読み取り・書き込み装置，磁気カードまたはＩＣカードの自動販売機，電子応用機械器具
及びその部品，電気通信機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，レ
コード，メトロノーム，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，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，電気計算機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵
便切手のはり付けチェック装置
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【09】イーエル式電光表示装置，パネル型の電光表示装置，発光ダイオードを利用した電
光表示装置，その他の電光表示装置

通常:
2005-118781
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］
2005.12.05 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定

【11】ガス冷蔵庫，製氷機，冷却機，冷却蒸発機，冷却筒，冷凍機，冷凍用又は冷蔵用の 【中間記録情報】
ショーケース，その他の冷凍機械器具，放熱器，熱交換器，牛乳殺菌機，業務用食器消毒 ［審査］
2005.12.19 願書
器，電気冷凍庫，電気冷蔵庫，アイスボックス，氷冷蔵庫，化学物質を充てんした保冷具
2006.01.13 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.25 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28

229

ＰｕｓｈＰｕｌｌ

通常:
2005-119230
標準

11

230

まるごと断熱

通常:
2005-119331
標準

11

231

早乾フロア

通常:
2005-119333
標準

09,42

232

イージーサーブレット＼ＥａｓｙＳ
通常 2005-119580
ｅｒｖｌｅｔ

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

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，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
【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，
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水
器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ
灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用い
す，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，化学物質を充てんした保温保冷具，火鉢類
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，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
【09】電気通信機械器具，電子計算機用プログラム（電気通信回線を通じてダウンロードに
より販売されるものを含む。），電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体，光学式記
録媒体，磁気記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，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・画像・映像，電子出版物，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライ
ドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【42】コンピューターシステムの設計・作成又は保守，コンピューターシステムの設計・作成
又は保守に関する助言及び情報の提供，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言及び情報の提供，電子
計算機又はそのプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機及び
電子計算機用プログラム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性能・操作方法等に関する紹介及び説明，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，その他の電子計算機用プログラムの
提供，コンピュータプログラムに関する試験又は研究，電気通信機械器具に関する試験又
は研究，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.01.16 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)
2006.09.08 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.23 意見書
2006.09.29 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 意見書
2006.09.29 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.07.14 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))
2006.08.28 手続補正書
2006.08.28 認定･付加情報
2006.08.28 意見書
2006.09.01 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶査定
2006.10.11 手続補足書
2006.12.18 手続補正書
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３条拒絶（機械）２００６．０９.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】コンピュータ周辺機器，コンピュータインターフェース，コンピュータ用ディスクドライブ，
コンピュータ記録装置，読取り装置，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，電気用接続具，電気コンバーター，盗難警報器，業務用テレビゲー
ム機，自動開閉装置，理化学機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御
用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気ア
イロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びそ
の部品，磁心，抵抗線，電極，自動車用シガーライター，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回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロット
マシン，エアタンク，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラ
ムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スラ
イドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ダウン
ロード可能なコンピュータプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【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
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
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
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
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
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
な画像・映像・音楽・音声

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.22 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン
【28】ぱちんこ器具，その他の遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 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)
2006.06.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.30 意見書
2006.06.30 手続補足書
2006.06.30 手続補足書
2006.06.30 手続補足書
2006.06.30 手続補足書
2006.06.30 代理人受任届
2006.07.03 認定･付加情報
2006.07.31 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン
【28】ぱちんこ器具，その他の遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 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)
2006.09.08 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン
【28】ぱちんこ器具，その他の遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 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)
2006.09.08 拒絶査定

09,25

【09】レコード
【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定
2006.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09

233

ＥＧ－Ｌｉｎｋ

通常:
2005-119647
標準

09

234

235

236

237

238

映像遺産＼エイゾウイサン

ツインビジョン

ダブルディスプレイ

ツインディスプレイ

ＯＫＩＮＡＷＡ＼ＭＵＳＩＣ＼ＳＴＯ
ＲＥ

通常 2005-119653

通常:
2005-119737
標準

通常:
2005-119738
標準

通常:
2005-119739
標準

通常 2005-119879

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.12.07 願書
2006.06.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.23 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))
2006.09.22 拒絶査定
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No.

239

240

241

242

243

商標（見本）

商標

モバゲー

ｅ文書 Ｓｃａｎｎｅｒ Ｓｙｓｔｅｍ

マイスターハンド

Ｕ‐Ｖ２マット

Ｐアンカー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】携帯電話によるダウンロード可能な画像・音楽，その他のダウンロード可能な画像・音 【中間記録情報】
楽，携帯電話によるダウンロード可能な電子雑誌，その他の電子出版物
［審査］
【41】携帯電話による通信を用いて行う電子雑誌の提供，その他のオンラインによる電子出 2005.12.21 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
版物の提供，携帯電話による通信を用いて行う画像・音楽の提供，その他のオンラインに
項16号)
よる画像・音楽の提供
2006.08.30 手続補正書
2006.08.30 意見書
2006.09.15 拒絶査定

09

【09】電子計算機用プログラム

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

09

【09】事故防護用手袋，防刃用手袋，防火手袋，防水手袋

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.07.14 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))
2006.07.26 手続補正書
2006.07.26 意見書
2006.09.01 拒絶査定

11

【11】電気式暖房装置

19

【19】金属製でない建築材料

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.01.19 手続補正書(方式)
2006.02.27 認定･付加情報
2006.02.27 認定･付加情報
2006.06.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.29 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.01.19 手続補正書(方式)
2006.02.23 認定･付加情報
2006.02.23 認定･付加情報
2006.06.30 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))
2006.09.29 拒絶査定

通常:
2005-119939
標準

通常:
2005-120106
標準

通常:
2005-120432
標準

通常 2005-120811

通常:
2005-120819
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

09,41
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,36,38,41,42

244

Ｔ－ＣＲＥＤＩＴ

通常:
2005-121208
標準

09,36,38,41,42

245

Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ

通常:
2005-121209
標準

06,37
246

ＭＴ５

優先:
2005-121394
標準

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
【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
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
【06】錠並びにその部品及び附属品，安全錠並びにその部品及び附属品，シリンダー錠並
びにその部品及びその附属品，鍵並びにその部品及び附属品，金属製金具並びにその部
品及び附属品，金庫並びにその部品及び附属品
【37】錠・シリンダー錠・金庫・鍵の設置工事・保守及び修理，緊急時における錠前及びシリ
ンダー錠の開錠
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 意見書
2006.07.14 手続補足書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.08.23 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.03.08 優先権証明書提出書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定
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No.

247

248

商標（見本）

商標

ムシガード

Ｍ５

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，暖冷房装置，家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.08.01 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))
2006.09.04 手続補正書
2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.04 意見書
2006.09.28 拒絶査定
2006.12.20 手続補正書
2007.06.19 代理人受任届
2007.06.19 手続補足書
2007.08.09 代理人辞任届
2007.12.11 登録料納付
［登録］
2007.12.06 登録査定書
2007.12.11 設定納付書
2008.01.08 登録証

09,32,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.02.23 優先権証明書提出書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.04.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.03 期間延長請求書
2006.08.03 上申書
2006.09.11 上申書
2006.09.19 拒絶査定

通常:
2005-121905
標準

優先 2005-121914

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

249

Ｓｍｏｏｔｈ Ｕｐｄａｔｅ

通常:
2005-121948
標準

09
250

ＰＲＯＪＥＣＴ＼プロジェクト

Ｅｎｇｌｉｓｈ ３６５ｄａｙｓ

通常:
2005-123430
標準

09,41

252

脳力エクササイズ

通常:
2006-000313
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］
2005.12.27 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.20 意見書
2006.09.29 拒絶査定
2007.01.04 手続補正書(方式)
2007.11.22 登録料納付
［登録］
2007.11.07 登録査定書
2007.11.22 設定納付書
2007.12.18 登録証

【09】録音済みのビデオディスク・ビデオテープ・光ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光
磁気ディスク・その他の記録媒体，録画済みのビデオディスク・ビデオテープ・光ディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光磁気ディスク・その他の記録媒体，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，電子出版物，インターネットを介してダウンロード可能な音
楽，インターネットを介してダウンロード可能な映像
【16】印刷物
【42】アプリケーションサービスプロバイダによるインターネット・携帯電話・携帯情報端末を
利用した学習管理システムの提供
【09】業務用テレビゲーム機，電気通信機械器具，携帯電話用ストラップ，その他の電気通
信機械器具の部品及び附属品，コンパクトディスクケース，メモリーカード，メモリーカード
ケース，マウスパッド，コンピュータプログラム，ダウンロード可能なコンピュータプログラ
ム，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・
ＲＯＭカートリッジその他の記憶媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，サング
ラスその他の眼鏡，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用プログラ
ム，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，家庭用テレビゲームお
もちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭ
カートリッジその他の記憶媒体，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム，ダウンロー
ド可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ
その他の記憶媒体，スロットマシン，録音済みコンパクトディスクその他のレコード，ダウン
ロード可能な音楽，ダウンロード可能な音声，映写フィルム，スライドフィルム，録画済みビ
デオディスク及びビデオテープ，ダウンロード可能な静止画像，ダウンロード可能な動画
像，ダウンロード可能な映像，電子出版物
【41】通信を用いて行うゲームの提供，通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提
供，通信を用いて行うゲームの攻略に関する情報の提供，娯楽施設の提供，テレビゲーム
イベントの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，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，通信を用いて行う音楽・音声の提供，通信を用いて
行う静止画像・動画像・映像の提供，映画の上映・制作又は配給，音楽の演奏，放送番組

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 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))
2006.09.15 拒絶査定

通常 2005-122073

09,16,42
251

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】電子応用機械器具及びその部品
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.29 意見書
2006.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.05 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.03 意見書
2006.08.03 手続補足書
2006.08.03 手続補足書
2006.08.03 手続補足書
2006.08.03 認定･付加情報
2006.08.03 認定･付加情報
2006.08.03 認定･付加情報
2006.08.03 代理人受任届
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.08 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
12,20,25,28

253

生命感動障害

通常:
2006-000357
標準

09,42

254

選定一番

通常:
2006-000420
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
【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
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】おもちゃ，人形，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，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
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 意見書
2006.09.19 拒絶査定
2007.11.02 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）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,39,41,42,45

255

ユビキタスマップ

通常:
2006-000706
標準

11
256

ｉ－ｉｃｅｍａｋｅｒ

通常 2006-000853

11
257

ｉ－Ｉｃｅｍａｋｅｒ

通常 2006-000854

11

258

ｉ－Ｉｃｅ Ｍａｋｅｒ

通常 2006-000855

11
259

Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｉｃｅｍａｋｅｒ

通常 2006-000856

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】自動販売機，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロッ
トマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及
びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデ
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
【39】輸送のための車両の位置情報に関する情報の提供，鉄道による輸送，車両による輸
送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物の
こん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の代行，船舶の貸与・売買又は運航の委
託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契
約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫におけ
る保管，他人の携帯品の一時預かり，ガスの供給，電気の供給，水の供給，熱の供給，倉
庫の提供，駐車場の提供，有料道路の提供，係留施設の提供，飛行場の提供，駐車場の
管理，荷役機械器具の貸与，自動車の貸与，船舶の貸与，車いすの貸与，自転車の貸
与，航空機の貸与，機械式駐車装置の貸与，包装用機械器具の貸与，金庫の貸与，家庭
用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，冷凍機械器具の貸与，ガソリンステーション
用装置（自動車の修理又は整備用のものを除く。）の貸与
【41】通信回線を利用した映像・画像の提供，運動施設並びに娯楽施設又は映画・演芸・演
劇・音楽又は教育研修のための施設に関する情報の提供，通信回線を利用したコンサー
ト・イベント・演劇・スポーツ等のチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提
供，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，映
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，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，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，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
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.07 願書
2006.06.30 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))
2006.08.11 上申書
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 意見書
2006.09.08 拒絶査定
2006.11.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，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，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，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
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，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，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，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
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，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，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，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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.06 意見書
2006.09.22 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.06 意見書
2006.09.22 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.06 意見書
2006.09.22 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］
2006.01.10 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.06 意見書
2006.09.22 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11

260

Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｉｃｅ Ｍａｋｅｒ

通常 2006-000857

09

261

ＨＩ－ＴＦ

優先 2006-000953

19

262

小紋調

通常:
2006-000995
標準

10,17,26
263

ＮＡＫＡＪＯ

通常:
2006-001937
標準

09,16,41

264

桜蘭高校ホスト部＼おうらんこ
通常 2006-003149
うこうホストクラブ

09,35,41
265

ＤＶＤ起業

通常:
2006-004972
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
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，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，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，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
【09】光波長分割多重化通信で使用するネットワーク設備の形成において用いられる新型
光学コンポーネント及びモジュール，すなわち，波長選択スイッチ，リコンフィギャラブル光
多重化装置，リコンフィギャラブル光多重化モジュール，波長クロスコネクト，全ての光ス
イッチ，マイクロマシン（ＭＥＭＳ）光スイッチ，波長ブロッカー，動的ゲインイコライザー，動
的チャンネルイコライザー，光バーストスイッチ，光パケットスイッチ，ファイバー光デマルチ
プレクサー，ファイバー光マルチプレクサー，光フィルター，光多重化装置，可変多重化フィ
ルター，可変多重化フィルターアレイ，可変光フィルター，可変フィルターアレイ，集積可変
光減衰器及びマルチプレクサー（Ｖ－ＭＵＸ），光リミッター，光リミッターアレイ，光減衰器，
可変光減衰器，マイクロマシン（ＭＥＭＳ）可変光減衰器，可変光減衰器アレイ，光パフォー
マンスモニター，光パワーモニター，光通信用電気通信機械器具，光通信用電子応用機械
器具及びその部品，データ通信用測定器，電気通信機械器具，光学機械器具，測定機械
【19】セメント及びその製品，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，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
【10】植毛用人工毛髪
【17】化学繊維（織物用のものを除く。），化学繊維糸（織物用のものを除く。）
【26】増毛用人工毛髪，入れ毛，かつら，その他の頭飾品

【09】ダウンロード可能なアニメーション，その他のダウンロード可能な画像，ダウンロード可
能な静止画像及び動画像，移動体電話による通信を用いて行う漫画キャラクターの静止画
像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像（ダウンロード可能なもの。），録画
済みのコンパクトディスク，録画済みのビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】文房具類，印刷物
【41】移動体電話による通信を用いて行うアニメーションの静止画像・動画像・音声付き静
止画像・音声付き動画像・映像の提供，電子計算機端末による通信を利用した移動体電話
機・その他の電話機械器具のための待ち受け用の音声付き画像（動画及び静止画を含
む。）の提供及びそれらに関する情報の提供，移動体電話による通信を用いて行うキャラク
ター等の画像（動画及び静止画を含む。）・音声付き画像（動画及び静止画を含む。）・映像
の提供及びこれらに関する情報の提供，インターネットによるアニメーションの画像・映画
の提供，書籍・アニメーション・おもちゃ・ゲーム等のキャラクターに関する画像の提供
【09】電子出版物
【35】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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，書籍の制作
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.06 意見書
2006.09.22 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.03.24 優先権証明書提出書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.04 意見書
2006.09.19 拒絶査定
2006.12.28 手続補正書(方式)
2007.12.07 登録料納付
［登録］
2007.11.27 登録査定書
2007.12.07 設定納付書
2007.12.25 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.06.30 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))
2006.09.29 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 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］
2006.01.12 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．０９.xls
No.

266

267

商標（見本）

商標

セミナー起業

種別 出願番号

区分

【09】電子出版物
【35】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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，書籍の制作

09,35,38

【09】電気通信機械器具，携帯電話機，放送用機械器具，テレビジョン受信機，ラジオ受信
機，映像周波機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子計算機，一般情報表示装
置，広告情報表示装置
【35】広告，テレビジョンによる広告の代理，車両内外における広告の代理，屋外広告物に
よる広告，街頭及び店頭における広告物の配布
【38】電気通信，移動体通信による通信，電子計算機端末による通信，電話による通信，放
送，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送

通常:
2006-004973
標準

ケーブルビジョン ＣａｂｌｅＶｉｓｉｏ 通常:
2006-004987
ｎ
標準

09,16,38,41

268

教育図書館

通常:
2006-005683
標準

09,16,28

269

百鬼画談

通常:
2006-005931
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

09,35,41

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.02.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.01 認定･付加情報
2006.02.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 拒絶査定
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2006.01.26 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
2006.01.26 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
2006.06.30 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 2006.09.29 拒絶査定
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，電池，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応 【中間記録情報】
用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームお ［審査］
2006.01.13 願書
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
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.09.08 拒絶査定
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，電気式鉛筆削り，紙製幼児用おしめ，紙製包
装用容器，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，
人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲー
ム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊
戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
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270

271

272

商標（見本）

商標

Ｃｙｂｅｒ Ｈｕｍａｎ＼サイバー
ヒューマン

種別 出願番号

区分

09,16

【09】電子応用機械器具及びその部品，映写フィルム，録画済みビデオディスク及びビデオ 【中間記録情報】
テープ，電子出版物
［審査］
2006.01.27 願書
【16】印刷物
2006.01.27 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.08 拒絶査定

19,20

【19】合成建築専用材料，木材，建具（金属製のものを除く。）
【20】家具，ベンチ

通常 2006-006046

通常:
2006-011234
標準

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

中間記録

【09】電子応用機械器具及びその部品，映写フィルム，録画済みビデオディスク及びビデオ 【中間記録情報】
テープ，電子出版物
［審査］
2006.01.27 願書
【16】印刷物
2006.01.27 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)
2006.09.08 拒絶査定

Ｙｕｋａｇｉｒ Ｍａｍｍｏｔｈ＼ユカギ
通常 2006-006048
ルマンモス

モダンセレクト

指定商品・役務

09,16
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 手続補正書
2006.08.30 意見書
2006.09.15 拒絶査定

