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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,37

1

2

3

１ｄａｙリニューアル

卒割

立体商標

指定商品・役務

09,38

【07】土木機械器具，荷役機械器具
【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
又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械
器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プ
ラスチック加工機械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修
理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機
械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の
修理又は保守，業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又
は保守，乗物用洗浄機の修理又は保守，自動販売機の修理又は保守，動力付床洗浄機
の修理又は保守，遊園地用機械器具の修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器
具の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，廃
棄物圧縮装置の修理又は保守
廃棄物破砕装置の修理又は保守 潜水用機械器具の修
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ

07

【07】灯油ポンプ

通常:
2003-096988
標準

通常:
2004-056374
標準

【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，電報に
よる通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，ビデオテックス通信，衛
星による通信，音声・映像伝送通信，通信機能を有する映像機器による通信，総合デジタ
ル通信，総合デジタルデータ通信，電子メールによる通信，テレビ会議通信，電気通信に
関するコンサルティング，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，有線ラジオ
放送，電気通信端末による報道をする者に対するニュースの供給その他の報道をする者
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，電話回線自動
選択装置の利用契約の取次を含む市外電話・国際電話への加入契約の取次・代理及び
媒介，小型携帯無線呼出機・自動車電話・携帯電話その他通信機器による通信への加入
契約の取次・代理及び媒介，有線テレビジョン放送その他のテレビジョン放送・有線ラジオ
放送その他のラジオ放送・衛星放送の受信に関する契約の取次・代理及び媒介，電話加
入権の貸与，電気通信（放送を除く。）に関する情報の提供，放送に関する情報の提供

通常:
2004-118494
立体

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2003.10.31 願書
2003.11.10 手続補正書(方式)
2003.11.11 手続補正指令書(出願)
2003.11.12 上申書
2003.12.16 認定･付加情報
2003.12.16 認定･付加情報
2004.05.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.07.07 意見書
2004.07.07 認定･付加情報
2005.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.27 拒絶査定
2006.11.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2004.06.17 願書
2004.06.24 認定･付加情報
2005.01.21 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.02.28 手続補正書
2005.02.28 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.28 意見書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.25 伺い書
2006.10.30 拒絶査定
2006.11.10 伺い回答書
2007.06.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2004.12.13 願書
2005.01.11 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.10.06 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10

4

ＭＵＬＴＩ―ＩＭ

通常:
2005-006451
標準

09,37,40,42

5

もの造りサポーティングカンパ
ニー

通常 2005-017665

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

指定商品・役務
【10】歯科用インプラント及びその部品又は付属品，その他の歯科用機械器具

中間記録

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.28 願書
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.10 手続補正書
2006.01.10 意見書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.11 手続補足書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.02.08 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶査定
2007.01.10 期間延長請求書
2007.01.11 手続補正書
2007.01.17 手続補足書
2007.02.09 却下理由通知書(中間書類)
2007.06.01 手続却下の処分(却下理由)
2007.11.14 登録料納付
［登録］
2007.11.05 登録査定書
2007.11.14 設定納付書
2007.12.04 登録証
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2005.03.02 願書
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
2005.08.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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
条1項11号を除く))
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
2005.09.20 手続補正書
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告 2005.09.20 認定･付加情報
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
2005.09.20 認定･付加情報
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ 2005.09.20 意見書
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
2006.10.13 拒絶査定
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【中間記録情報】
03,06,14,16,18,25,2 【03】香料（薫料及び香水類を含む。），香水類
【06】金属及びその合金，建築用金属材料，金属製可般式建造物組立セット，金属製レー ［審査］
8,35

6

§Ｏ２

通常 2005-038873

09
7

ｉ－ＬＥＤ＼アイエルイーディー

通常 2005-039355

09

8

３・Ｔ＼ｏｐｔ

2005.04.28 願書
ル用材料，金属製ケーブル（電気用のものを除く。），金属製ワイヤ（貴金属製のものを除
2005.08.17 手続補正書
く。），鉄製品，金属製金具，金属製管，金庫，その他の金属製品（他の類に属するものを
除く。），金属鉱石，バッジ，標識
2005.09.15 刊行物等提出書
2005.09.21 認定･付加情報
【14】貴金属及びその合金，貴金属製品（他の類に属するものを除く。），貴金属又はその
2005.10.17 認定･付加情報
合金で被覆された製品（他の類に属するものを除く。），宝飾品，宝玉及びその原石，時
計，キーホルダー，カフスボタン
2005.10.20 刊行物等提出による通知書
【16】紙類，ボール紙，紙又はボール紙製品（他の類に属するものを除く。），印刷物，製本 2005.10.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本用材料，写真，文房具類，文房具とし 2005.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
ての又は家庭用の接着剤，美術用材料，鉛筆及び塗装用ブラシ，タイプライター及び事務 第4条1項11号)
用品（家具類を除く。），教材（器具に当たるものを除く。），包装用プラスチック材（他の類に 2006.02.16 意見書
属するものを除く。），印刷用活字，印刷用ブロック
2006.02.16 手続補足書
【18】皮革及び擬革，皮革又は擬革製品（他の類に属するものを除く。），獣皮，トランク，旅 2006.03.17 認定･付加情報
行かばん，傘，日傘，つえ，むち，乗馬用具
2006.05.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【25】被服，履物，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用衣服，運 項16号)
動用特殊衣服，運動用特殊靴
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 意見書
【28】ゲーム，おもちゃ，運動用具（他の類に属するものを除く。），クリスマスツリー用装飾
品
2006.08.11 手続補足書
2006.09.12 認定･付加情報
【35】広告，事業の管理，事業の運営，事務処理，小売業務，文書又は磁気のファイリン
2006.10.12 拒絶査定
グ，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作，商品の
販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・取次ぎ
【09】発光ダイオード
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.02 願書
2005.05.02 手続補足書
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.27 意見書
2006.10.03 拒絶査定
【09】眼鏡

通常 2005-045821

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2005.07.01 手続補正指令書(出願)
2005.08.01 手続補正書(方式)
2005.08.26 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.13 意見書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.07.05 意見書
2006.07.14 手続補足書
2006.08.11 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定
2006.11.16 手続補正書
2006.12.28 手続補正書
2007.01.05 手続補足書
2008.02.14 登録料納付
［登録］
2008.01.15 登録査定書
2008.02.14 設定納付書
2008.03.04 登録証
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No.

商標（見本）

9

10

11

商標

キッズケータイ

ネダナシ

インテリジェントエマージェン
シーコール

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09,28,38

区分

【09】放送用機械器具，無線通信機械器具，デジタルカメラ，デジタルビデオカメラ，デジタ
ル放送受信用チューナー，その他の電気通信機械器具（移動体電話機を除く。），電気通
信機械器具の部品及び附属品（移動体電話機の部品及び附属品（携帯電話機用ストラッ
プを含む。）を除く。），電子応用機械器具，電子計算機用プログラム，電子計算機用プログ
ラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・その他の記録媒体，移動体電話機用ゲームプ
ログラム，移動体電話機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・その他
の記録媒体，写真機械器具，電池，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機の部品
及び附属品，家庭用テレビゲーム機，家庭用テレビゲーム機の部品及び附属品，液晶画
面付きゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・その他記録媒
体，ダウンロード可能な音楽・音声・着信音，ダウンロード可能な静止画像・動画像・その他
の映像，ダウンロード可能な電子出版物，電子出版物
【28】遊戯用器具，囲碁用具，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンド
ゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用
具，ビリヤード用具，電子おもちゃ，液晶画面付きゲームおもちゃ，液晶画面付きゲームお
もちゃの部品及び附属品，その他のおもちゃ，愛玩動物用おもちゃ，遊園地用機械器具
（業務用テレビゲーム機を除く。）
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，家庭用
及び業務用テレビゲーム機による通信，電報による通信，電子メールによる通信，電話に
よる通信，テレビ電話による通信，ファクシミリによる通信，データ通信，付加価値通信網に
よる通信，無線呼出し，移動体電話による通信ネットワークへの接続の提供，電子計算機
端末による通信ネットワークへの接続の提供，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，衛
星テレビジョン放送，放送及び放送番組表に関する情報の提供，ラジオ放送，報道をする
者に対するニュースの供給，移動体電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.30 願書
2005.12.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.20 手続補正書
2006.01.20 意見書
2006.02.14 刊行物等提出書
2006.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.20 刊行物等提出による通知書
2006.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.10 拒絶査定
2006.12.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

19

【19】発泡プラスチック製建築用断熱材，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材
【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.07.01 願書
は構築用の専用材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製
2005.07.01 認定･付加情報
品，木材，石材
2006.01.11 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.02.01 手続補正書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.26 拒絶査定

09,16,42

【09】ナースコール及び緊急呼出しに関する電気通信機械器具，ナースコール及び緊急呼 【中間記録情報】
出しに関する電子応用機械器具
［審査］
【16】紙類，印刷物，紙製包装用容器
2005.07.04 願書
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その 項16号)
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 2006.10.31 拒絶査定
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機用プログラムの提

通常:
2005-047705
標準

通常 2005-060431

通常:
2005-060820
標準

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

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,36,38,42

12

ＥＳＰＥＥＤＯＭＥＴＥＲ

優先:
2005-064180
標準

09,35,38

13

ＡＮＩＭＡＴＩＯＮＳ．ＣＯＭ

通常:
2005-064779
標準

09,35,38

14

ＰＨＯＴＯＳ．ＣＯＭ

通常:
2005-064787
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】科学用・航海用・測量用・電気用・写真用・映画用・光学用・計量用・測定用・信号用・
検査（監視）用及び教育用の機械器具，音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装
置，磁気データ記憶媒体，記録用又は記録済みのディスク，その他の記録媒体，計算器，
データ処理装置及びコンピュータ，コンピュータハードウエア，コンピュータソフトウエア，金
融に関するコンピュータソフトウエア，投資用コンピュータソフトウエア，有価証券の売買の
媒介用・取次ぎ用又は代理用コンピュータソフトウエア，金融商品の取引用コンピュータソ
フトウエア，金融取引の履行用・同確認用・同清算用又は同決済用コンピュータソフトウエ
ア，環境有害物質排出権の取引用コンピュータソフトウエア，金融商品の取引のための電
子商取引市場にアクセスするためのコンピュータソフトウエア，商品・先物・有価証券・通
貨・金融商品・売買の媒介又は取次ぎ・取引・投資・企業・金融市場・株価設定・指数に関
する情報その他の金融財務情報にアクセスするためのコンピュータソフトウエア，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，事業・金融財務・投資に関する電
子ニュースレター形式の電子出版物，その他の電子出版物，金融商品の取引を可能にし
取引の履行・確認の機能を提供し金融財務情報・金融市況情報へのアクセスを提供するコ
ンピュータソフトウエア，これらの部品及び附属品
【36】保険，財政業務，財務業務，不動産業務，銀行業務，金融業務，金融又は財務に関
する分析，金融に関する財務の評価，財務管理，金融又は財務に関する助言，投資，有価
証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理，金融商品の取引，金融商品の取引のための電子商
取引市場の提供・運営又は管理，金融財務情報の提供，金融業務，金融商品の取引用プ
ラットフォームの提供・運営又は管理，呼び値・有価証券及び商品の取引・売出株式の数
その他の金融財務情報の提供用プラットフォームの提供・運用又は管理，金融商品の取引
用電子取引市場の提供・運用又は管理，イントラネット・インターネットを利用した取引市場
ネットワークその他の取引市場ネットワークの提供・運用又は管理，呼び値・有価証券及び
商品の取引・売出株式の数その他の市場相場・金融商品取引に関する金融財務情報の電
子通信，インターネットを利用した金融商品・売買の媒介又は取次ぎ・取引・投資・企業・金
【09】ダウンロード可能またはダウンロード不可能な写真を記録した磁気ディスク・光ディス
ク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気テープその他の記録媒体，音声・映像及び画像を提
供するコンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品，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，コンピュータネットワークを通じて行うダウンロード可能な写真・絵画・はがき・印
刷物・映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画
像及びテキストに関する電子出版物，その他の電子出版物，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－Ｒ
ＯＭ
【35】コンピュータ通信ネットワークを通じてダウンロード可能な写真・絵画・はがき・印刷物・
映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画像及
びテキストその他の商品のオンラインによる広告，記録媒体に記録された写真・絵画・はが
き・印刷物・映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジ
タル画像及びテキストその他の商品のコンピュータ通信ネットワークを利用した広告，その
他の広告，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売及び役務に関する受注・発注に
関する事務の代行，他人の便宜のために行う写真・絵画・はがき・印刷物・映写フィルム・
録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画像及びテキストその
【09】ダウンロード可能またはダウンロード不可能な写真を記録した磁気ディスク・光ディス
ク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気テープその他の記録媒体，音声・映像及び画像を提
供するコンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品，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，コンピュータネットワークを通じて行うダウンロード可能な写真・絵画・はがき・印
刷物・映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画
像及びテキストに関する電子出版物，その他の電子出版物，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－Ｒ
ＯＭ
【35】コンピュータ通信ネットワークを通じてダウンロード可能な写真・絵画・はがき・印刷物・
映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画像及
びテキストその他の商品のオンラインによる広告，記録媒体に記録された写真・絵画・はが
き・印刷物・映写フィルム・録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジ
タル画像及びテキストその他の商品のコンピュータ通信ネットワークを利用した広告，その
他の広告，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売及び役務に関する受注・発注に
関する事務の代行，他人の便宜のために行う写真・絵画・はがき・印刷物・映写フィルム・
録画済みビデオテープ・ビデオクリップ・オーディオクリップ・デジタル画像及びテキストその

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.12 願書
2005.08.01 優先権証明書提出書
2005.08.29 認定･付加情報
2005.08.29 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条柱書+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.20 期間延長請求書
2006.05.22 意見書
2006.10.31 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書(方式)
2007.05.01 手続補足書

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.17 手続補正書
2006.04.17 意見書
2006.04.18 手続補足書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.17 手続補正書
2006.04.17 手続補足書
2006.04.17 意見書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶査定
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15

16

商標（見本）

商標

エコトライク

癒石岩盤浴

種別 出願番号

区分

うごく！歌詞待受

10,44

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

通常:
2005-065288
標準

通常:
2005-065686
標準

通常:
2005-072127
標準

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

中間記録

【12】三輪の電動車いす（その部品を除く），陸上の三輪乗物用の交流電動機又は直流電 【中間記録情報】
動機（その部品を除く），三輪の電動自動車（その部品を除く），三輪の電動自転車（その部 ［審査］
2005.07.01 願書
品を除く）
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2005.08.23 手続補正書(方式)
2005.10.04 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.03.01 手続補正書
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.06.01 手続補正書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定
2007.07.06 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

09,41

17

指定商品・役務

12

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.15 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.27 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.03 認定･付加情報
2005.11.25 代理人辞任届
2005.11.25 認定･付加情報
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.02 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

18

19

商標（見本）

商標

ＭＯＮＡＣＯ

ナイトクリア＼ＮＩＧＨＴＣＬＥＡＲ

種別 出願番号

区分

地球大切宣言

09

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

優先 2005-073817

通常 2005-077100

通常 2005-079553

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】コンピュータネットワーク・通信ネットワーク及び伝送ネットワークの管理及び操作用ソ 【中間記録情報】
フトウェア，無線及び有線伝送ネットワーク上のデータの圧縮・加速・伝送及び最適化用ソ ［審査］
2005.08.08 願書
フトウェア，無線及び有線伝送ネットワーク上のデータ伝送中にネットワークオペレーター
2005.09.15 優先権証明書提出書
からカスタマイズされたサービスを可能にするためのソフトウェア
2005.10.19 認定･付加情報
2006.01.10 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.03.08 意見書
2006.03.08 手続補足書
2006.04.10 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)
2006.09.01 期間延長請求書
2006.10.11 意見書
2006.10.11 手続補足書
2006.10.16 拒絶査定
2006.11.10 認定･付加情報

07,09,37

20

指定商品・役務

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.04.03 意見書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 意見書
2006.03.31 手続補足書
2006.04.03 認定･付加情報
2006.04.27 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

21

Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｉｎ Ｐａｃｋａｇｅ

分割:
2005-080927
標準

09

22

Ｌｉｖｅ Ｃｏｌｏｒ Ｃｒｅａｔｉｏｎ

通常:
2005-081390
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】電気通信機械器具，チップサイズパッケージによる半導体集積回路，電子管・半導体 【中間記録情報】
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。）及び集積回路 ［審査］
パッケージ並びにそれらの部品，電子部品パッケージ封止用キャップ，半導体素子収納用 2005.08.30 願書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
パッケージ
項)
2006.03.20 手続補正書
2006.03.20 意見書
2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 手続補正書
2006.06.20 代理人受任届
2006.06.20 上申書
2006.06.20 手続補正書
2006.06.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.28 意見書
2006.07.28 手続補足書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.25 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定
2006.12.13 手続補正書
2006.12.13 手続補足書
2007.12.04 登録料納付
［登録］
2007.11.05 登録査定書
2007.12.04 設定納付書
2007.12.25 登録証
【09】テレビジョン受信機，液晶テレビジョン受信機，プラズマディスプレイを備えたテレビ
【中間記録情報】
［審査］
ジョン受信機，プロジェクションテレビジョン受信機，ＤＶＤプレーヤー，ＤＶＤレコーダー，
ハードディスクビデオレコーダー，ビデオプロジェクター，その他の電気通信機械器具，コン 2005.08.31 願書
ピューター用液晶ディスプレイ，その他の電子応用機械器具及びその部品
2005.08.31 認定･付加情報
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.07 意見書
2006.04.07 代理人受任届
2006.04.07 認定･付加情報
2006.04.07 手続補足書
2006.04.10 手続補足書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.06.16 手続補正書
2006.06.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.19 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定
2007.09.28 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］
2007.09.14 登録査定書
2007.09.28 設定納付書
2007.10.16 登録証
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10,21

23

あらえーる

通常:
2005-085153
標準

09,41,42

24

Ｕ－百葉箱

通常:
2005-087155
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

【10】病人用・介護用の便器付いす，病人用・介護用便器
【中間記録情報】
【21】椅子型簡易便器，病人用・介護用簡易便器，携帯用簡易便器，寝室用簡易便器その ［審査］
2005.09.12 願書
他の簡易便器
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 意見書
2006.10.05 拒絶査定
2006.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.30 手続補正書(方式)
2007.04.27 上申書
2007.10.12 登録料納付
［登録］
2007.10.11 登録査定書
2007.10.12 設定納付書
2007.11.13 登録証
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2005.09.16 願書
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2005.09.16 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
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 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 2006.04.07 意見書
2006.10.06 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
【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・
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41,42

25

ｅｃｏ百葉箱

通常:
2005-087157
標準

11,44

26

ＨＯＲＭＥＳＩＳ ＣＵＲＥ＼ホルミ
通常 2005-089456
シス キュア

09

27

使いかたボタン

リアルブルー

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)
2006.04.07 意見書
2006.10.06 拒絶査定

【01】化学品
【07】化学機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2006.04.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.05 拒絶査定

通常:
2005-089786
標準

01,07
28

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・
【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
【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，
きゅう，柔道整復，はり，天然ラジウム鉱石を用いたセラピーによる治療，物理療法又は理
学療法による治療，医療情報の提供，栄養の指導，医療用機械器具の貸与
【09】使い方を教えてくれるプログラムソフトを起動するボタンを備えた電気通信機械器具，
使い方を教えてくれるプログラムソフトを起動するボタンを備えた電子応用機械器具

通常:
2005-090007
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］
2005.09.26 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 意見書
2006.07.12 手続補足書
2006.08.11 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.09.27 認定･付加情報
2006.03.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.20 手続補正書
2006.04.20 意見書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.04.20 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 意見書
2006.09.29 認定･付加情報
2006.10.18 拒絶査定
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No.

29

30

31

32

33

商標（見本）

商標

免震ラック

免震キャビネット

ＯＬブラック

ゴミなしプリンダ

浸透ミスト

種別 出願番号

区分

ロイヤルクラス

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 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)
2006.10.13 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，電気ブザー，火災報知機，ガ
ス漏れ警報器，盗難警報器

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 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)
2006.10.13 拒絶査定

09

【09】コンタクトレンズ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

09

【09】電子計算機用ラベルプリンタとその部品及び付属品、電子計算機用プログラム

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

07

【07】金属加工機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，ミシン，動力機
械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。），陸上の乗物用の動力機械の部
品，風水力機械器具，衣類乾燥機能付き業務用電気洗濯機その他の業務用電気洗濯機，
業務用電気掃除機，家庭用食器洗浄機，衣類乾燥機能付き家庭用電気洗濯機その他の
家庭用電気洗濯機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー，機械式駐車装置，乗物用洗浄
機，動力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動
器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品
を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電機ブラシ
【07】金属加工機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，ミシン，動力機
械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。），陸上の乗物用の動力機械の部
品，風水力機械器具，衣類乾燥機能付き業務用電気洗濯機その他の業務用電気洗濯機，
業務用電気掃除機，家庭用食器洗浄機，衣類乾燥機能付き家庭用電気洗濯機その他の
家庭用電気洗濯機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー，機械式駐車装置，乗物用洗浄
機，動力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動
器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品
を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電機ブラシ
【09】テレビジョン受信機用リモコン，遠隔測定制御機械器具用リモコン，音声周波機械器
具用リモコン，映像周波機械器具用リモコン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.09.30 認定･付加情報
2006.04.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.02 拒絶査定

通常:
2005-090315
標準

通常:
2005-090316
標準

通常 2005-090586

通常 2005-090626

通常:
2005-091255
標準

通常:
2005-091256
標準

09

35

きおくリモコン

通常:
2005-092353
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】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電気磁気測定器，電線及びケーブ
ル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電気ブザー，火災報知機，ガ
ス漏れ警報器，盗難警報器

07
34

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.09.30 認定･付加情報
2006.04.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.03 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2005.10.04 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(その他(第4条1項11号を
除く))
2006.04.26 手続補正書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定
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No.

36

37

38

39

40

商標（見本）

商標

ＹＬ‐Ｐ＼（横浜ライニングパー
ツ）

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【07】二輪自動車用マフラー

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

08

【08】ストロー，スプーン，フォーク

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.06 拒絶査定

09

【09】水質測定器

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.24 手続補正書
2006.05.24 意見書
2006.10.20 拒絶査定

09

【09】水質測定器

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.24 手続補正書
2006.05.24 意見書
2006.10.20 拒絶査定

08

【08】手動利器

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2005.10.06 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.02 手続補正書
2006.05.02 手続補足書
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 意見書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定

通常 2005-093220

Ｌｉｔｔｌｅ Ｓｐｏｏｎ＼リトルスプーン 通常 2005-093260

濁度チェッカー

透視度センサ

ガルバリウム

通常:
2005-093404
標準

通常:
2005-093405
標準

通常 2005-093435

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

中間記録

07
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

41

ディティクトハッカー

43

44

ＱＵＩＣＫ ＭＩＮＩ

ＱＲコード

ＱＲ Ｃｏｄｅ

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。），電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，ロケッ
ト，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気式ワックス磨き機，電気
掃除機，電気ブザー，消防艇，磁心，抵抗線，電極，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
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))
2006.10.31 拒絶査定
2006.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.31 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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。），電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，ロケッ
ト，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気式ワックス磨き機，電気
掃除機，電気ブザー，消防艇，磁心，抵抗線，電極，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
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))
2006.10.31 拒絶査定

通常:
2005-093439
標準

通常:
2005-094380
標準

通常:
2005-094569
標準

通常:
2005-094570
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2005.10.06 認定･付加情報
2006.04.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.16 意見書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.05.18 手続補足書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.10.23 拒絶査定

12

42

指定商品・役務
【09】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，家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカード・ＲＯＭ
カートリッジ及びその他の記憶媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイス
ティック及びメモリーカード，その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品，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のプログラ
ムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカード・ＲＯＭカートリッジ及びその他の記憶媒
体，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機用プログラム，業務用テレビゲーム機
用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカード・ＲＯＭカートリッジ及びそ
の他の記憶媒体，業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，電子計算機，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・光ディスク及びその他の記憶媒体，電子
計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，理化学機械器具，歩数
計，その他の測定機械器具，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，携帯電話機，携帯電話機用ストラップ，その他の携帯電話
機の部品及び附属品，その他の電気通信機械器具，録音済みのコンパクトディスク，その
他のレコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メ
トロノーム，オゾン発生器，電解槽，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，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，
【12】自動車の部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，陸
上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の
交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），乗物用盗難警報器

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.17 手続補正書
2006.05.17 意見書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定
2006.12.12 手続補正書(方式)
2007.11.12 登録料納付
［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.11.09 出願却下処分前通知
2007.11.12 設定納付書
2007.11.27 登録証
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No.

45

46

商標（見本）

商標

ＨＯＴＳＴＡＲＴ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2005.10.12 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.13 期間延長請求書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.10.05 拒絶査定

09,42

【09】消化布，事故・照射又は火災防護被服，廃棄物処分場用漏水検知器具，その他の電
気磁気測定器，理化学機械器具，測定機械器具，電池，電線及びケーブル，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，電子応用
機械器具及びその部品，電解槽，電気式ヘアカーラー，乗物の故障の警告用の三角標
識，発光式又は機械式の道路標識，事故防護用手袋，保安用ヘルメット，防火被服，防じ
んマスク，防毒マスク，溶接マスク，電極，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，駐車
場用硬貨作動式ゲート，ウエットスーツ，エアタンク，電子出版物
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，
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，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電気
通信回線を通じた電子計算機用プログラムの提供，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，建築物の設計，測量，地質の検査，デ
ザインの考案，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高
度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及
び説明，気象情報の提供，計測器の貸与，製図用具の貸与，電子計算機の貸与，理化学
【09】消化布，事故・照射又は火災防護被服，廃棄物処分場用漏水検知器具，その他の電
気磁気測定器，理化学機械器具，測定機械器具，電池，電線及びケーブル，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，電子応用
機械器具及びその部品，電解槽，電気式ヘアカーラー，乗物の故障の警告用の三角標
識，発光式又は機械式の道路標識，事故防護用手袋，保安用ヘルメット，防火被服，防じ
んマスク，防毒マスク，溶接マスク，電極，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，駐車
場用硬貨作動式ゲート，ウエットスーツ，エアタンク，電子出版物
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，
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，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電気
通信回線を通じた電子計算機用プログラムの提供，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，建築物の設計，測量，地質の検査，デ
ザインの考案，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高
度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及
び説明，気象情報の提供，計測器の貸与，製図用具の貸与，電子計算機の貸与，理化学
【09】消化布，事故・照射又は火災防護被服，廃棄物処分場用漏水検知器具，その他の電
気磁気測定器，理化学機械器具，測定機械器具，電池，電線及びケーブル，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，電子応用
機械器具及びその部品，電解槽，電気式ヘアカーラー，乗物の故障の警告用の三角標
識，発光式又は機械式の道路標識，事故防護用手袋，保安用ヘルメット，防火被服，防じ
んマスク，防毒マスク，溶接マスク，電極，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，駐車
場用硬貨作動式ゲート，ウエットスーツ，エアタンク，電子出版物
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，
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，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電気
通信回線を通じた電子計算機用プログラムの提供，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，建築物の設計，測量，地質の検査，デ
ザインの考案，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高
度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及
び説明，気象情報の提供，計測器の貸与，製図用具の貸与，電子計算機の貸与，理化学

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.25 意見書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 代理人選任届
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.27 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定
2007.10.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-095196
標準

ＤＩＲＥＣＴ－ＥＡ／Ｄａｔａエージェ
通常 2005-095384
ント

中継エージェント

通常 2005-095385

09,42

48

帳票エージェント

通常 2005-095386

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

09,42

47

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.04.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.25 意見書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 代理人選任届
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.04.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.25 意見書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 代理人選任届
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定
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No.

49

50

51

商標（見本）

商標

ＴＲＡＦＦＩＣＳＨＩＥＬＤ

Ｗｅｔ－Ｓｔｏｐ＼ウェットストップ

０学

種別 出願番号

区分

しゃっきり炊き

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.11.02 代理権変更届
2005.11.02 手続補足書
2005.12.05 認定･付加情報
2005.12.05 認定･付加情報
2006.05.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.25 意見書
2006.07.25 手続補足書
2006.08.22 認定･付加情報
2006.10.23 拒絶査定
2007.04.03 手続補正書(方式)
2007.04.04 手続補足書

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.11.29 手続補正書(方式)
2005.12.28 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.16 意見書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.10.17 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 手続補正書
2006.06.02 手続補足書
2006.06.02 意見書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定

通常:
2005-096076
標準

通常 2005-096146

通常:
2005-096161
標準

通常:
2005-096162
標準

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

中間記録

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

11

52

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.04.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.16 手続補正書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.05.16 意見書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定

2008/7/15
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No.

53

54

55

56

商標（見本）

商標

ＭｏｂｉｌｅＭＫ

インバータプラス

クロスジョイントパテ

ＤｉｒｅｃｔＯｐｅｎ

種別 出願番号

区分

09,11

【09】火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，理化学機械器具，測定機械器具，配電 【中間記録情報】
用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気磁気測定器，電気アイロン，電気式 ［審査］
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部品，温度及び湿度監視 2005.10.19 願書
装置
2005.12.27 代理人変更届
【11】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 2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 認定･付加情報
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，太陽熱利用温 2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
水器，浄水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，ガス湯沸かし器，加熱器， 項16号)
アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，化学物質を充てんした保温保冷具，火鉢類，暖 2006.10.02 意見書
2006.10.24 拒絶査定
冷房装置用コントローラー，冷凍機械器具用コントローラー
2007.01.25 手続補正書
2007.12.04 登録料納付
［登録］
2007.11.06 登録査定書
2007.12.04 設定納付書
2008.01.08 登録証

01,16,19

【01】のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤
【19】床面用又は壁用の合成舗設材，ワックスと顔料を主要原料として成る補修用パテ及
びその他のパテ，クロスの穴埋め用の充填用パテ

【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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.16 意見書
2006.10.27 拒絶査定
2007.01.15 手続補正書
2007.01.15 手続補足書

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，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，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，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.26 意見書
2006.10.06 拒絶査定

通常:
2005-097765
標準

通常:
2005-098251
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】携帯電話を端末とするネットワーク上のサイトの構築・プロモーション・市場調査・アク
セス解析・効果測定用コンピュータプログラム，コンピュータネットワーク用サーバーコン
ピュータ・コンピュータネットワーク用ハブ・コンピュータネットワーク用ルータその他のコン
ピュータ用周辺機器からなる携帯電話を端末とするネットワーク上のサイトの構築・プロ
モーション・市場調査・アクセス解析・効果測定用コンピュータネットワークシステム装置
【42】オンラインによる携帯電話を端末とするネットワーク上のサイトの構築・プロモーショ
ン・市場調査・アクセス解析・効果測定用コンピュータプログラムの提供，携帯電話を端末と
するネットワーク上のサイトの構築・プロモーション・市場調査・アクセス解析・効果測定用コ
ンピュータプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関するコンサルティング，携帯
電話を端末とするネットワーク上のサイトの構築・プロモーション・市場調査・アクセス解析・
効果測定用コンピュータシステムの設計・作成又は保守並びにこれらに関するコンサルティ
ング

通常:
2005-096794
標準

通常:
2005-098319
標準

指定商品・役務

09,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.07 手続補正書
2006.06.07 意見書
2006.06.08 手続補足書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定
2007.01.22 手続補正書
2007.03.05 手続補正書
2007.07.23 手続補正書
2007.07.25 手続補足書
2008.02.27 登録料納付
2008.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.01 登録査定書
2008.02.27 設定納付書
2008.03.25 登録証
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No.

57

58

商標（見本）

商標

ハイパーガラス

スライドゲート

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

11

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.21 意見書
2006.06.21 手続補足書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.08.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.20 拒絶査定

06,07,37

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料
【07】土木機械器具，荷役機械器具
【37】建設工事

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 意見書
2006.07.04 手続補足書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

通常:
2005-099198
標準

通常:
2005-099294
標準

09,12,14,15,16,20,2 【09】業務用テレビゲーム機，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びそ 【中間記録情報】
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 ［審査］
8,37,38,41,42

59

図形商標

分割 2005-100161

09,38,42

60

光ソリューション

通常:
2005-100380
標準

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

記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，録画済みビデ
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
【12】乗物用盗難警報器
【14】時計
【15】調律機，楽器，演奏補助品，音さ
【16】文房具類，印刷物
【20】揺りかご，幼児用歩行器
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），おもちゃ，遊戯用器具
【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，楽器の修
理又は保守
【38】電気通信（放送を除く。），放送，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画
又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演
奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告
用のものを除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，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，映写フィルムの貸
与，楽器の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気
テープの貸与
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，著作権の利用に関する
【09】電気通信機械器具，コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，通信ネットワーク
を通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム，電子応用機械器具及びその部品
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【42】コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，情報ネットワークシステムの設
計・作成及びこれらに関するコンサルティング，電子計算機による情報処理，電子計算機
のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，インターネットにお
ける検索エンジンの提供，データベースの検索を行うためのコンピュータプログラムの提
供，情報処理装置及びコンピュータの貸与，デジタル写真・画像データを記憶・保存するコ
ンピュータにおけるサーバの記憶装置の記憶領域の貸与，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

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

2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.01 上申書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.14 意見書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.10.11 拒絶査定
2006.12.02 手続補正書
2006.12.02 代理人受任届
2008.01.18 登録料納付
［登録］
2008.01.15 登録査定書
2008.01.18 設定納付書
2008.02.19 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 協議命令書
2006.07.28 上申書
2006.10.17 拒絶査定
2007.01.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

61

62

63

商標（見本）

商標

オフィス・光ソリューション

Ｃ２Ｐ

ホットスイッチング

種別 出願番号

区分

01,05,10

【01】化学品，植物成長調整剤類，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
【05】薬剤
【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.27 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

07,09,11,40

【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】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，電源制御装置，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 意見書
2006.10.03 拒絶査定
2006.12.04 手続補正書(方式)
2007.10.09 代理人受任届
2008.02.27 登録料納付
［登録］
2008.02.19 登録査定書
2008.02.27 設定納付書
2008.03.25 登録証

通常:
2005-100646
標準

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

中間記録

【09】電気通信機械器具，コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，通信ネットワーク 【中間記録情報】
を通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム，電子応用機械器具及びその部品
［審査］
【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 2005.10.26 願書
クシミリその他の通信機器の貸与
2006.04.04 出願人名義変更届
2006.04.04 手続補足書
【42】コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，情報ネットワークシステムの設
計・作成及びこれらに関するコンサルティング，電子計算機による情報処理，電子計算機
2006.04.04 代理人選任届
のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，インターネットにお 2006.05.17 認定･付加情報
ける検索エンジンの提供，データベースの検索を行うためのコンピュータプログラムの提
2006.05.17 認定･付加情報
供，情報処理装置及びコンピュータの貸与，デジタル写真・画像データを記憶・保存するコ 2006.05.19 認定･付加情報
ンピュータにおけるサーバの記憶装置の記憶領域の貸与，電子計算機・自動車その他そ
2006.06.20 協議命令書
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
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
する機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明
項16号)
2006.07.28 上申書
2006.10.17 拒絶査定

通常:
2005-100381
標準

通常:
2005-100837
標準

指定商品・役務

09,38,42
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,09,11,40

64

ＨＯＴ ＳＷＩＴＣＨＩＮＧ

通常:
2005-100838
標準

09

65

Ｔａｇｕｃｈｉ

通常 2005-101069

09

66

Ｍｕｌｔｉ－ｂｏｘ

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】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，電源制御装置，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
【09】電気通信機械器具

通常 2005-101953

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 意見書
2006.10.03 拒絶査定
2006.12.04 手続補正書(方式)
2007.10.09 代理人受任届
2008.02.27 登録料納付
［登録］
2008.02.19 登録査定書
2008.02.27 設定納付書
2008.03.25 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.15 願書
2005.12.16 手続補正指令書(出願)
2006.02.15 手続補正書(方式)
2006.04.17 手続補正書(方式)
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.23 認定･付加情報
2006.06.16 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.20 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 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］
2005.10.31 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
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
号)
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
2006.07.10 手続補正書
ト，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，保安用ヘルメット，鉄
2006.07.10 意見書
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
2006.07.12 手続補足書
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
2006.08.11 認定･付加情報
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 2006.10.17 拒絶査定
ロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，ネットワーク制御用通信機械器具，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，ロケット，事故防
護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲーム
おもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ
－ＲＯＭ，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
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
12,37

67

キャルスアールエフアイディー
＼ＣＡＬＳ－ＲＦＩＤ

通常 2005-103618

10

68

犬口ケア

通常:
2005-104495
標準

19

69

エサ角

指定商品・役務
【12】船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並
びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその
部品及び附属品，自転車並びにその部品及び附属品，乳母車，車いす，人力車，そり，手
押し車，荷車，馬車，リヤカー，荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽
引車，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の
乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），タイヤ又はチューブの修繕用ゴ
ムはり付け片，乗物用盗難警報器，落下傘
【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
学器械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は
保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発
電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定
機械器具の修理又は保守，医療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印
刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器
製造機械の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理
又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修
理又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保
守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又
は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理
又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械
【10】犬用歯垢歯石除去具，その他の犬の口腔内で用いる医療用機械器具

通常 2005-105706

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.11.04 願書
2005.12.14 出願人名義変更届
2005.12.14 手続補足書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.01.19 認定･付加情報
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 意見書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.11 認定情報通知書
2006.08.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.22 手続補正書
2006.06.22 意見書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.23 認定･付加情報
2006.10.11 拒絶査定
2007.07.25 登録料納付
［登録］
2007.07.18 登録査定書
2007.07.25 設定納付書
2007.08.14 登録証

【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ア 【中間記録情報】
スファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築 ［審査］
用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は 2005.11.10 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建築物の基礎に使用する地震の衝撃を吸収
項16号)
するためのゴム製緩衝材，建築用又は構築用のプラスチック製緩衝材
2006.07.05 意見書
2006.07.05 手続補足書
2006.07.11 上申書
2006.07.11 手続補足書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.08 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶査定
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70

71

72

73

商標（見本）

商標

ｍｏｂｉｌｅ２ＰＣ

§Ａｇ＋プラズマ脱臭空清

種別 出願番号

区分

11

【11】家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 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)
2006.10.27 拒絶査定

09

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2005.11.15 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
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.07.19 意見書
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
2006.07.21 手続補足書
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告 2006.08.17 認定･付加情報
2006.10.13 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，携帯電話用ストラップ，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，その他の録音済み記録媒体，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・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ及びそ
【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
2005.11.16 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 意見書
2006.10.10 拒絶査定

通常 2005-106475

通常 2005-107132

§Ａｇ＋プラズマセルフクリーン 通常 2005-107133

図形商標

お手軽ユーザ辞書

通常 2005-107481

通常:
2005-107816
標準

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

中間記録

【09】電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品
2005.10.27 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)
2006.10.06 拒絶査定

09
74

指定商品・役務

09
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75

76

商標（見本）

商標

ビジネスエコバイク

ＫｅｙＳｔｒｏｋｅ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.06.06 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))
2006.06.27 手続補正書
2006.06.27 意見書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 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，電子計算機用プログラム
【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
【16】紙製包装容器，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，紙類，文房具類
【35】税務・会計に関する事務処理機の導入に関する情報の提供，人材派遣による財務書
類の作成，講演会・セミナーへの講師のあっせん，経営の診断又は経営に関する情報の
提供，会計事務の代理又は代行
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，法律に関する情報の提供
【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装容器，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，紙類，文房具類
【35】税務・会計に関する事務処理機の導入に関する情報の提供，人材派遣による財務書
類の作成，講演会・セミナーへの講師のあっせん，経営の診断又は経営に関する情報の
提供，会計事務の代理又は代行
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，法律に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

通常:
2005-107920
標準

通常:
2005-108129
標準

Ｍｏｂｉｌｅ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎ 通常:
2005-109590
ｃｅ
標準

09,16,35,37,42

78

Ｍｏｂｉｌｅ Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ Ｉｎｆｏｒｍａ 通常:
2005-109591
ｔｉｏｎ
標準

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

中間記録

【12】電動自転車並びにそれらの部品及び附属品

09,16,35,37,42

77

指定商品・役務

12
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.07.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.07.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.05 拒絶査定

2008/7/15
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,37,42

79

Ｍｏｂｉｌｅ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｅｎｔｅｒｔａｉ 通常:
2005-109592
ｎｍｅｎｔ
標準

19

80

81

82

83

アートウォール＼ＡＲＴ ＷＡＬＬ 通常 2005-109722

エレメントレス・フィルター

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.06.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，録画済みビデオディスク及び 【中間記録情報】
ビデオテープ，録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ及び磁気ディスク，電子出版 ［審査］
2005.11.22 願書
物，写真複写機
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

07

【07】パルプ産業で用いられるろ過機，パルプ産業で用いられるろ過機用繊維製フィル
【中間記録情報】
ター，パルプ製造用・紙製用又は紙工用の機械器具に用いられるろ過機，パルプ製造用・ ［審査］
2005.11.24 願書
紙製用又は紙工用の機械器具に用いられる繊維製フィルター，ろ過機
2005.12.06 手続補正指令書(出願)
2005.12.14 手続補正書
2006.02.24 優先権証明書提出書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.03.27 認定･付加情報
2006.03.27 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.09 期間延長請求書
2006.10.27 拒絶査定

07,11

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，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，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，金属加工機械器具に用いるフィ
ルター装置
【11】浄水装置・排水処理装置に用いるフィルター装置，汚水処理装置に用いるフィルター
装置

優先:
2005-110445
標準

通常 2005-110513

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.07.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.05 拒絶査定

09
ＣＯＭＰＬＩＡＮＣＥ ＷＯＲＫＦＬＯ
Ｗ＼コンプライアンスワークフ 通常 2005-109961
ロー

ＷＥＬＬＤＲＡＩＮ

指定商品・役務
【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装容器，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，紙類，文房具類
【35】税務・会計に関する事務処理機の導入に関する情報の提供，人材派遣による財務書
類の作成，講演会・セミナーへの講師のあっせん，経営の診断又は経営に関する情報の
提供，会計事務の代理又は代行
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，法律に関する情報の提供
【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，鉱物性基礎材料
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2005.12.05 認定･付加情報
2006.06.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.19 手続補正書
2006.07.19 意見書
2006.07.19 手続補足書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.18 認定･付加情報
2006.08.29 補正の却下の決定
2006.09.27 手続補正書
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶査定

2008/7/15
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No.

84

85

86

商標（見本）

商標

ＤＡＴＡＶＩＥＷ

マルチクリーンフィルター

Ｂｉｏ Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ

種別 出願番号

区分

ＦＥＤ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2005.11.25 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.26 願書
2005.11.28 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

07,09

【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】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，化学物質検
出装置，蛋白質等の生化学物質検出装置，その他の測定機械器具，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
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子応用機械器具
及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，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，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用
硬貨作動式ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレ
コーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付け
チェック装置，耳栓，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタン
ク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，レギュレーター，アーク溶接機，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，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉自動開

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 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)
2006.07.31 意見書
2006.07.31 手続補足書
2006.08.29 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶査定
2006.11.30 手続補足書
2007.10.11 登録料納付
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.11 登録査定書
2007.10.11 設定納付書
2007.11.06 登録証

通常:
2005-110955
標準

通常:
2005-111213
標準

通常:
2005-111417
標準

通常:
2005-111669
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

09

87

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

88

89

90

91

商標（見本）

商標

段差解消キャスター

自毛復活

全自動エアコンクリーナー

ペアライド＼Ｐａｉｒ Ｒｉｄｅ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【12】荷役用索道，牽引車，陸上の乗り物様の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗り物 【中間記録情報】
用の機械要素，車いす，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー
［審査］
2005.11.16 願書
【20】荷役用パレット（金属製の物を除く。），輸送用コンテナ（金属製の物を除く。），キャス
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ター（金属製のものを除く。），買物かご，家具，幼児用歩行器
条1項11号を除く))
2006.10.06 拒絶査定

03,05,10,44

【03】育毛料，発毛料
【中間記録情報】
【05】育毛剤・発毛剤その他の毛髪用剤
［審査］
【10】頭髪の施術に用いるための医療用機械器具
2005.11.30 願書
【44】美容，理容，頭髪の発毛・育毛・増毛若しくは植毛に関する診断又は施術並びにこれ 2005.11.30 認定･付加情報
2006.05.25 刊行物等提出書
らに関する情報の提供，頭髪の施術に用いるための医療用機械器具の貸与
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 刊行物等提出による通知書
2006.07.28 手続補正書
2006.07.28 意見書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.07.31 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.26 意見書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

12,41

【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
【41】文化又は教育のためのオートバイの展示会の企画・運営又は開催，オートバイによる
ツーリングの企画，モータースポーツのイベントの企画・運営，二輪自動車の運転の教授，
当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献
体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子
出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の
制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は
配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯
楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作に
おける演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるも
のの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演
芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関
するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企
画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジ
オの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のた
めの施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽
器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸
与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルム

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.31 意見書
2006.08.02 手続補足書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.10.23 拒絶査定
2007.02.01 手続補正書
2007.02.01 手続補足書
2007.06.15 手続補正書(方式)
2007.09.28 手続補正書
2007.12.14 登録料納付
［登録］
2007.12.10 登録査定書
2007.12.14 設定納付書
2008.01.15 登録証
2008.01.29 登録証(再発行)
2008.02.08 登録証(再発行)

通常 2005-111970

通常:
2005-112207
標準

通常 2005-112614

通常 2005-112921

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

12,20
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11

92

エコ冷風

通常:
2005-113319
標準

09,16,38,41,42

93

ＰＥＮＴＩＵＭ ＩＮＳＩＤＥ

通常:
2005-113350
標準

09,16,41,45

94

金口訣

通常:
2005-113778
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】火鉢類，ストーブ，石油ストーブ，石油ストーブしん，火鉢，暖炉，石油こんろ，こたつ，
ガスストーブ，ガスファンヒーター，石炭ストーブ，石油ファンヒーター，ＦＦ式ストーブ，家庭
用電熱用品類，エアコンディショナー，ルームエアコンディショナー，家庭用ルームエアコン
ディショナー，ルームクーラー，家庭用電気式冷風機，空気清浄器，家庭用空気清浄器，
加湿器，家庭用加湿器，除湿機，家庭用除湿機，家庭用電気式衣類乾燥器，空気清浄用
マイナスイオン発生器，家庭用空気清浄用マイナスイオン発生器，扇風機，電気ストーブ，
暖冷房装置，家庭用暖冷房装置，空気調和機，放熱器，加熱器，電気温水器，湯沸かし
器，電気湯沸かし器，家庭用電気湯沸かし器，石油湯沸かし器，家庭用石油湯沸かし器，
石油給湯器，家庭用石油給湯器，石油小型給湯機，ボイラー，業務用石油小型給湯機，
【09】コンピュータ，コンピュータハードウエア，コンピュータシステムを操作・保守するための
コンピュータファームウエア用コンピュータプログラム，半導体，マイクロプロセッサ，集積回
路，マイクロコンピュータ，コンピュータチップセット，コンピュータ用マザーボード・ドーター
ボード，コンピュータ用グラフィックスボード，コンピュータ周辺機器及びコンピュータと共に
使用する電子機器，キーボード，トラックボール，コンピュータ用マウス装置，コンピュータ
用入力装置，コンピュータ用モニター，音声・映像・画像・グラフィックス・データの記録用・
処理用・受信用・再生用・送信用・修正用・圧縮用・解凍用・ブロードキャスト用・併合用・改
良又は拡張用の装置及び機器，コンピュータの操作用及び制御用のアルゴリズムソフトウ
エアのプログラム，コンピュータ用構成部品の検査・測定用電子装置，ネットワーク管理用
のコンピュータプログラム，コンピュータユーティリティプログラム，コンピュータオペレーティ
ングシステム用ソフトウエア，音声・映像・画像・グラフィックス・データの記録用・処理用・受
信用・再生用・ブロードキャスト用・併合用・改良又は拡張用のコンピュータプログラム，ウ
エブページ設計用コンピュータプログラム，グローバルコンピュータネットワークに接続し利
用するためのコンピュータプログラム，コンピュータと共に使用するためのカメラ及びデジタ
ルカメラ，コンピュータ・コンピュータソフトウエア・テレビ会議用機器・電話会議用機器と共
に使用されるヘッドセット装置，その他の電子応用機械器具及びその部品，コンピュータ
ネットワーク用ハードウエア，コンピュータネットワーク用アダプター・スイッチ・ルーター・ハ
ブ，ビデオ機器，ビデオ回路ボード，セットトップボックス（コンピュータ及びグローバルコン
ピュータネットワークとテレビジョン放送・ケーブルテレビジョン放送及びテレビ受信・送信装
置とのインターフェイス及び制御用装置），テレビ会議用・電話会議用・文書の交換・編集用
の機器及び装置，その他の電気通信機械器具，前記商品の検査装置，コンピュータ・電気
通信・娯楽・電話技術・無線通信に関するダウンロード可能な電子出版物，その他の電子
出版物，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
【09】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な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，電子計算機用プ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，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，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条柱書+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.17 拒絶査定
2007.04.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.02 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,37,42

95

ＳＹＳＴＥＭ Ｘ３

優先:
2005-114215
標準

07
96

97

98

99

スライドセット方式

フォーティーズ＼ＦＯＲＴＩＥＳ

Ｔａｌｋｉｎｇ Ｆｌｏｗｅｒ プリ花

サウンドノベル・ポータブル

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
【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
掃除機，電気ミキサー

通常:
2005-114272
標準

【09】運動用ゴーグル，コンタクトレンズ，サングラス，普通眼鏡，防じん眼鏡，つる，表面に 【中間記録情報】
コーティングを設けたレンズ，遠近両用のレンズ，レンズ，枠，眼鏡，望遠鏡類，光学機械 ［審査］
2005.12.06 願書
器具，レンズ用ガラス，加工ガラス（建築用のものを除く。）
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))
2006.09.15 手続補正書
2006.09.15 意見書
2006.10.03 拒絶査定

09,31

【09】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
【31】生花の花輪，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜，糖料作
物，果実，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，プリザーブドフラワー，
牧草，盆栽，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.27 拒絶査定

09,16,28,38,41

【09】レコード，メトロノーム，業務用テレビゲーム機，映写フィルム，スライドフィルム，スライ
ドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ，アニメーション映画の映写フィルム，アニメーション用画像情報を記憶させたＤＶＤ，ア
ニメーションを内容とした録画済ビデオテープ，電子出版物
【16】紙類，紙製包装用容器，紙製タオル，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロ
ス，紙製のぼり，紙製旗，印刷物，書画，写真，写真立て
【28】かるた，歌がるた，トランプ
【38】電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供，移動体電話による通信，テ
レックスによる通信，電子計算機端末による通信，電話による通信，報道をする者に対する
ニュースの供給，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【41】美術品の展示，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，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・
放送番組・広告用のものを除く。），当せん金付証票の発売，電子計算機端末による通信を
利用したゲームの提供，娯楽施設の提供，映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸
与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済
み磁気テープの貸与，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，イ
ンターネットを利用したアニメーション映画の上映・制作又は配給，電子出版物の提供，携
帯電話による通信を用いたゲームの提供，家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用い
たゲームの提供，携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いたゲームの提供，書

【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)
2006.10.20 拒絶査定

通常 2005-114572

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.12.06 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)
2006.10.24 拒絶査定

09

通常 2005-114378

通常:
2005-116083
標準

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)
2006.10.17 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

100

Ｔｈｒｅａｔ Ａｗａｒｅｎｅｓｓ Ａｕｄｉｔ
Ｓｅｒｖｉｃｅ

通常:
2005-116133
標準

09
101

102

103

104

一本二役＼イッッポンフタヤク

プレミアムパック

節約上手

節約上手

指定商品・役務
【09】電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクに記録した電子出版
物，その他の電子出版物，電気通信機械器具，コンピュータ用プログラムを記憶させた電
子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の記録媒体，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，耳栓，加工ガラス（建築
用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検
卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計
算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシ
ステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売
機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火
栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警
報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機
械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗
物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写
真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器
具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電
気式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用
シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼
鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運
動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，計算尺，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】コンピュータウイルスの種類・特徴・傾向・侵入又は感染事例・駆除方法・防御策・対
【09】眼鏡

通常 2005-116604

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.12.28 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)
2006.10.20 拒絶査定

12

【12】船舶並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・ 【中間記録情報】
自転車並びにそれらの部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リ ［審査］
ヤカー，車いす，荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の 2005.12.13 願書
乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリン
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
グ，陸上の乗物用の動力伝導装置，陸上の乗物用の緩衝器・ばね，陸上の乗物用の制動 項16号)
装置，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），タイヤ又はチュー 2006.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.20 拒絶査定
ブの修繕用ゴムはりつけ片，乗物用盗難警報器

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］
2005.12.13 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

09

【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.13 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))
2006.10.13 拒絶査定

通常:
2005-116675
標準

通常 2005-116803

通常 2005-116804

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.12.12 願書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.03 意見書
2006.08.03 認定･付加情報
2006.08.03 手続補足書
2006.08.31 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶査定
2007.02.01 手続補正書
2007.02.01 手続補足書
2007.09.26 登録料納付
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.09.26 設定納付書
2007.10.30 登録証
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.
105

106

商標（見本）

商標
ガールズ

モバイル＼ＭＯＢＩＬＥ

種別 出願番号

区分

オートロック

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.10 拒絶査定

08

【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），手動利器，
手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），かつお節削り器，角砂糖挟み，缶
切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チーズスライサー（電気式のものを
除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイロン（電気式のものを除く。），
糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖房用ふいご（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
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，金属製格子，その他の建築用又は構

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.10 拒絶査定

通常:
2005-116933
標準

通常 2005-116967

通常:
2005-116982
標準

09,16,41,45

108

金口訣占術

通常:
2005-116986
標準

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

中間記録

【12】自転車並びにそれらの部品及び附属品

06

107

指定商品・役務

12

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，金属製フランジー，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】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な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，電子計算機用プ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，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，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.14 手続補足書
2005.12.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.20 認定･付加情報
2006.01.20 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)
2006.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.13 拒絶査定
2006.10.24 再送
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.13 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)
2006.10.23 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41,45

109

面相占術

通常:
2005-116987
標準

09,37,42

110

ｉ－ＣＡＭＥＲＡ

通常:
2005-116999
標準

09

111

ｍｉｃｒｏＷｉｒｅｌｅｓｓＷｅｂ

通常:
2005-117336
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】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な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，電子計算機用プ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，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，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備
【09】ビデオカメラ，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，
電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用
の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイム
スタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵
便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨
作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装
置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物
の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用
テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械
器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，
自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火
被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラ
ムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスー
ツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メト
ロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算
尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク
及びビデオテープ，電子出版物
【37】監視カメラの取付け工事，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
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.14 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)
2006.10.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 拒絶査定
2007.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 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)
2006.10.31 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

112

113

114

115

116

117

118

ＳＭＡＲＴＭＯＤＵＬＥ

血管イキイキ度

血管活力

血管力

血管すこやか度

血管健康度

ＰＲＥＭＩＵＭ－ＤＥＳＫ

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 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)
2006.10.31 拒絶査定

10

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 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)
2006.10.13 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 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)
2006.10.13 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 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］
2005.12.15 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)
2006.10.13 拒絶査定

通常:
2005-117338
標準

通常:
2005-117412
標準

通常:
2005-117415
標準

通常:
2005-117418
標準

通常:
2005-117419
標準

通常:
2005-117422
標準

通常 2005-117822

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

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
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
【10】医療用機械器具
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 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)
2006.10.13 拒絶査定
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No.

119

120

121

122

商標（見本）

商標

ＰＲＥＭＩＵＭ－ＮＯＴＥ

ＰＲＥＭＩＵＭ

ＰＲＥＭＩＵＭ ＳＥＲＩＥＳ

ＰＨＯＴＯ ＳＴＵＤＩＯ ＥＸ

種別 出願番号

区分

ＢａｌｌＳｏｌａｒ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 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)
2006.10.13 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］
2005.12.15 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.13 拒絶査定
2007.10.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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］
2005.12.15 願書
2006.02.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

09

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
【06】太陽光発電装置等を取り付けるための専用金属製各種金具，太陽電池一体の金属
製建築材，太陽電池一体の金属製屋根材
【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，回転変流
機，調相機，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，
太陽電池素子，太陽電池モジュール，太陽光発電装置及び付属品
【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，木材，石材，建築用ガ
ラス，太陽電池一体の建築材（金属製のものを除く。），太陽電池一体の屋根材（金属製の

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.07.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.02 拒絶査定

通常 2005-117823

通常 2005-117824

通常 2005-117825

通常:
2005-117878
標準

通常:
2005-117889
標準

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

中間記録

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

06,09,19

123

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.28 意見書
2006.10.10 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.03 拒絶査定

19

【06】太陽光発電装置等を取り付けるための専用金属製各種金具，太陽電池一体の金属
製建築材，太陽電池一体の金属製屋根材
【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，回転変流
機，調相機，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，
太陽電池素子，太陽電池モジュール，太陽光発電装置及び付属品
【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，木材，石材，建築用ガ
ラス，太陽電池一体の建築材（金属製のものを除く。），太陽電池一体の屋根材（金属製の
【06】太陽光発電装置等を取り付けるための専用金属製各種金具，太陽電池一体の金属
製建築材，太陽電池一体の金属製屋根材
【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，回転変流
機，調相機，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，
太陽電池素子，太陽電池モジュール，太陽光発電装置及び付属品
【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，木材，石材，建築用ガ
ラス，太陽電池一体の建築材（金属製のものを除く。），太陽電池一体の屋根材（金属製の
【06】太陽光発電装置等を取り付けるための専用金属製各種金具，太陽電池一体の金属
製建築材，太陽電池一体の金属製屋根材
【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，回転変流
機，調相機，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，
太陽電池素子，太陽電池モジュール，太陽光発電装置及び付属品
【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，木材，石材，建築用ガ
ラス，太陽電池一体の建築材（金属製のものを除く。），太陽電池一体の屋根材（金属製の
【01】化学品
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構
築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又
は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，
建造物組み立てセット（金属製のものを除く。），木材，石材，建築用ガラス，建具（金属製
のものを除く。）
【37】建築一式工事，ガラス工事，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，塗装工事，内装仕上工事，自動車の修理又は整備，鉄道車両の修理又は
整備，医療機械器具の修理又は整備，エレベーターの修理又は保守，暖冷房装置の修理
又は保守，電気通信機械器具（電話機・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，電話機の修理，ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理，美容院又は
【19】合成建築専用材料，土砂崩壊防止用植生板

06

【06】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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 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)
2006.10.13 拒絶査定

06,09,19

124

Ｂａｌｌ Ｓｏｌａｒ

通常:
2005-117890
標準

06,09,19

125

ボール ソーラー

通常:
2005-117891
標準

06,09,19

126

ボールソーラー

通常:
2005-117892
標準

01,19,37

127

128

129

白金担持超光触媒

グリーンパネル受圧板

ＡＵＴＯＳＯＲＴＥＲ

通常:
2005-117909
標準

通常:
2005-117983
標準

通常:
2005-118016
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］
2005.12.15 願書
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.11 意見書
2006.10.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.04.28 通知書(却下処分前通知)
2006.05.18 手続補正書(方式)
2006.06.16 認定･付加情報
2006.06.16 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.15 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)
2006.10.20 拒絶査定
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130

131

132

133

商標（見本）

商標

ＡＵＴＯＳＯＲＴＥＲ

ＡＵＴＯＳＯＲＴＥＲ

ＨＥＲＢ＼ＢＡＬＬ＼ハーブボー
ル

リップル

種別 出願番号

区分

Ｒｅｌａｙ Ｋｅｙ

12

【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の機 【中間記録情報】
［審査］
械要素
2005.12.15 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)
2006.10.13 拒絶査定

10

【10】「治療用機械器具」高周波治療器，紫外線灯治療器，水銀灯治療器，赤外線灯治療 【中間記録情報】
器，洗浄器具，炭素灯治療器，超音波治療機械器具，超短波治療機械器具，治療用浴機 ［審査］
2005.12.02 願書
械器具，低周波治療器，電位治療器，噴霧器，放射性物質利用治療機械器具，マッサー
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ジ器，アロマセラピー器具，温熱療法器具，生薬治療器具
条1項11号を除く))
2006.10.06 拒絶査定

19

【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専 【中間記録情報】
用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用 ［審査］
2005.12.16 願書
の専用材料，建築用仕上げ塗材
2005.12.22 認定･付加情報
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.05 拒絶査定
2007.06.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【09】脂肪計付き体重計，体組成計付き体重計，体重計，ベビー用体重計，キッチン用はか 【中間記録情報】
り，浴室用体重計，工業用はかり，商業用はかり，歩数計，呼気中のアルコール濃度分析 ［審査］
2005.12.16 願書
器，呼気分析器，水質分析器，肌状態分析器，空気分析器，体臭分析器，その他の測定
機械器具，電気磁気測定器，電気通信機械器具，コンピュータ，コンピュータ周辺装置，電 2005.12.16 認定･付加情報
子回路，集積回路，コンピュータプログラムを記憶させた電子回路，コンピュータプログラム 2006.03.22 優先権証明請求書
（ダウンロード可能なものあるいは記録されたものを含む），コンピュータ用ゲームプログラ 2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ムを記録させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，その他の電子応用機械器具及びその部品，録 条1項11号を除く))
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，メトロノーム，携帯 2006.10.12 拒絶査定
用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記録させた電子回路およびＣＤ－ＲＯＭ，電
【08】はさみ類，その他の手動利器
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 拒絶査定

通常:
2005-118017
標準

通常:
2005-118018
標準

通常 2005-118201

通常:
2005-118249
標準

通常:
2005-118428
標準

08
135

ＭＩＣＲＯ ＳＬＩＴ＼マイクロスリッ
通常 2005-118461
ト

11
136

【11】電気式ホットチョコレート飲料供給機

チョコレートファウンテン＼ＣＨＯ
ＣＯＬＡＴＥ ＦＯＵＮＴＡＩＮ＼チョ 通常 2005-118522
コレート噴水

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

09

134

指定商品・役務

07

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 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)
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定
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137

138

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

06

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，金属製建造物組立てセット，屋外用金
属製ブラインド，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
【09】システム・プログラム・パッケージのコンピュータ・プログラムを記憶したフロッピィ・ディ
スク・ＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定

11

【11】工業用炉，ごみ焼却炉

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 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)
2006.10.03 拒絶査定

09,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.22 手続補正書
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定

チョコファウンテン＼ＣＨＯＣＯＦ
通常 2005-118523
ＯＵＮＴＡＩＮ＼チョコ噴水

ルーフルーバー＼ＲＯＯＦ ＬＯ
通常 2005-118557
ＵＶＲＥ

140

141

ｅ－ＴＥＬＯＰ

ＴＩＴＡＮ

セキュアワイヤレスＬＡＮらくモ
デル

通常 2005-118677

通常:
2005-118907
標準

通常:
2005-118973
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】電気式ホットチョコレート飲料供給機

09
139

指定商品・役務

11

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.06 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

142

セキュアリモートアクセスらくモ
デル

通常:
2005-118974
標準

09,42

143

認証ＶＬＡＮらくモデル

通常:
2005-118975
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，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲー
ムおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，
エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プ
ログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィル
ム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.22 手続補正書
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

144

ワーム対策らくモデル

通常:
2005-118976
標準

09,42

145

情報漏えい対策ソリューション

通常:
2005-118977
標準

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

146

ＰＣセットアップフリーモバイルソ 通常:
2005-118978
リューション
標準

09,42

147

不正アクセス対策ソリューション

通常:
2005-118979
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】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］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

148

データ集中化ソリューション

通常:
2005-118980
標準

09,42

149

セキュアＩＰテレフォニーソリュー 通常:
2005-118981
ション
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】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］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 意見書
2006.10.13 拒絶査定
2006.11.14 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人変更届
2007.12.05 登録料納付
［登録］
2007.11.16 登録査定書
2007.12.05 設定納付書
2008.01.08 登録証

2008/7/15
41／65

３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

150

ファイアウォールらくモデル

通常:
2005-118982
標準

09,42

151

サーバ負荷分散らくモデル

通常:
2005-118983
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲー
ムおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，
エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プ
ログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィル
ム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
【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］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 手続補正書
2006.10.13 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

152

プロキシサーバらくモデル

通常:
2005-118984
標準

09,42

153

帯域制御らくモデル

通常:
2005-118985
標準

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

154

物理セキュリティ

通常:
2005-118986
標準

09,42

155

物理セキュリティソリューション

通常:
2005-118987
標準

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

156

最強映画ガイド

158

09

【09】遊技機用景品の計数装置

【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)
2006.10.13 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］
2005.12.20 願書
2006.02.10 手続補正指令書(出願)
2006.02.14 手続補正書(方式)
2006.03.24 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 手続補正書(方式)
2006.08.22 手続補正書
2006.08.22 意見書
2006.08.22 手続補正書(方式)
2006.10.03 認定･付加情報
2006.10.03 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電線及びケーブル，電気通信 【中間記録情報】
［審査］
機械器具
2005.12.20 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.17 拒絶査定

通常:
2005-119068
標準

159

160

マイクロ・ソリッド フィン＼ＭＩＣ
通常 2005-119251
ＲＯ－ＳＯＬＩＤ ＦＩＮ

社会的弱者補助システム

Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｍｏｎｉｔｏｒ＼オペ
レーションモニター

簡易圧接コネクタ

通常 2005-119287

通常 2005-119307

通常:
2005-119356
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］
2005.12.19 願書
2005.12.20 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)
2006.10.20 拒絶査定

09,11
157

指定商品・役務
【09】電子出版物，電子応用機械器具及びその部品，ダウンロード可能な携帯電話の着信
用音楽又は音声，ダウンロード可能な携帯電話の着信用動画，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
【41】電子出版物の提供，インターネット又は携帯電話による通信を用いて行う映画の上
映・制作又は配給に関する情報の提供，インターネット又は携帯電話による通信を用いて
行う映画の興行の企画又は運営に関する情報の提供，インターネット又は携帯電話による
通信を用いて行う映画の提供，インターネット又は携帯電話による通信を用いて行う画像・
音楽・音声・映像の提供，インターネット又は携帯電話による通信を用いて行う携帯電話の
着信用音楽又は音声の提供，インターネット又は携帯電話による通信を用いて行う携帯電
話の着信用動画の提供，映画の上映・制作又は配給及びこれらに関する情報の提供，映
画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれらに関する情報の提供，
興行場の座席の手配及びこれに関する情報の提供，セミナーの企画・運営又は開催，図
書及び記録の供覧，書籍の制作，放送番組の制作，放送番組の制作における演出，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，映写フィルムの
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
【09】半導体素子用放熱器，集積回路用放熱器，コンピュータ用放熱器，電気通信機械器
具用放熱器及びその部品，電子応用機械器具用放熱器及びその部品，理化学機械器
具，測定機械器具，光学機械器具，ヒートパイプ及びその部品，ベーパーチャンバー及び
その部品
【11】放熱器及びその部品
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.20 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))
2006.10.20 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

161

162

163

164

165

166

商標（見本）

商標

販売士検定試験

ＶｏＷＬＡＮ

遠赤スラグ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09,16,35,41

区分

【09】販売士検定試験を内容とする学習参考書の内容を記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，販売士検
定試験を内容とする録音済み磁気ディスク・磁気テープ，販売士検定試験を内容とする録
画済みビデオディスク・ビデオテープ
【16】販売士検定試験を内容とする印刷物，販売士検定試験を内容とするカタログ，販売士
検定試験を内容とする書籍，販売士検定試験を内容とするパンフレット
【35】販売士検定試験を内容とする職業（職種・職務）適性検査
【41】インターネットを利用した販売士検定試験を内容とする検定試験・模擬試験に関する
情報の提供，インターネットを利用した販売士検定試験を内容とする検定試験・模擬試験
に関する企画・運営・実施，インターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を
利用した販売士検定試験を内容とする知識の教授，技芸又は知識の教授，人材派遣によ
る販売士検定試験を内容とする検定試験・模擬試験の企画・運営・実施

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.05.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.09 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+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.30 手続補正書
2006.08.07 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2006.08.14 手続補正書
2006.10.02 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 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，鉱物性
基礎材料

09

【09】磁気テープ，磁気ディスク，光ディスク，録音済の磁気テープ・磁気ディスク・光ディス
ク，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・次期ディスク・磁気テープ・光ディス
ク，録画済ビデオディスク・ビデオテープ・光ディスク

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.07.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 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))
2006.09.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.20 拒絶査定

09

【09】磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、録音済の磁気テープ・磁気ディスク・光ディス
ク、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・次期ディスク・磁気テープ・光ディス
ク、録画済ビデオディスク・ビデオテープ・光ディスク

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.07.21 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))
2006.10.20 拒絶査定
2006.10.30 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

05,10

【05】鼻腔周辺及びその内部に塗布して花粉等から防護するクリーム（医療用を除く），鼻
腔周辺及びその内部に塗布して花粉等から防護するクリーム（医療用に限る），医療用油
紙，衛生マスク，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，生理用パンテイ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド
【10】鼻腔周辺及びその内部に塗布して花粉等から防護するクリームを塗布した綿棒状
体，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，医療用器械器具
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料，れんが及び耐火物，リノ
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，道路標識（金属製又は発光式若しくは機械式の
ものを除く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），ビット及びボラード（金属製
のものを除く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.11 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 拒絶査定

通常:
2005-119607
標準

通常:
2005-119790
標準

通常:
2005-119810
標準

フルプリンタブル＼ＦＵＬＬＰＲＩＮ
通常 2005-120107
ＴＡＢＬＥ

ワイドプリンタブル＼ＷＩＤＥＰＲＩ
通常 2005-120108
ＮＴＡＢＬＥ

スッキリ花粉防

通常:
2005-120181
標準
19

167

ＭＪストーン

通常:
2005-120276
標準

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

168

169

170

171

商標（見本）

商標

ＵＮＯ

快適手袋

ボーラン

エンタープライズセキュリティ

種別 出願番号

区分

火災の見張り番

09

【09】事故防護用手袋，防火用手袋，クリーンルーム用溶着手袋，低発塵用縫製手袋，組 【中間記録情報】
立・検査用縫製手袋，組立・検査用編手袋，クリーン用インナー手袋，組立・検査用制電手 ［審査］
2005.12.22 願書
袋，安全用編手袋，安全用縫製手袋，耐熱・防炎用縫製手袋，耐刃用編手袋，耐火用皮
2006.01.05 認定･付加情報
革手袋，防水用皮革手袋，撥水・撥油用手袋
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))
2006.10.13 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］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 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
【09】火災報知器，ガス漏れ警報器，盗難警報器

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

通常 2005-120327

通常:
2005-120433
標準

通常:
2005-120435
標準

通常:
2005-120467
標準

通常 2005-120514

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

中間記録

【09】理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具

09

172

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.01.17 手続補正指令書(出願)
2006.01.18 上申書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.26 手続補足書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

173

174

175

176

177

商標（見本）

商標

ねつの見張り番

３Ｄ－ＯＣＴ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】火災報知器，ガス漏れ警報器，盗難警報器

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.26 手続補足書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 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)
2006.10.20 拒絶査定

09

【09】データベース検索結果表示用コンピュータプログラム及びその記録媒体

【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 出願人名義変更届
2006.06.10 手続補足書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.18 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.24 手続補正書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 手続補正書
2006.09.29 意見書
2006.09.29 認定･付加情報
2006.09.29 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶査定

06

【06】鉄及び鋼，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 【中間記録情報】
建造物組立てセット，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 ［審査］
属製金具，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製建具，金属製の可 2005.12.27 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
搬式家庭用温室
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

07

【07】化学機械器具

通常 2005-120515

通常:
2005-120645
標準

データエクスプローラ＼ＤａｔａＥｘ
通常 2005-121259
ｐｌｏｒｅｒ

アンティークブリック

ＥＣＯ－ＤＯ

通常:
2005-121440
標準

通常:
2005-121526
標準

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

中間記録

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.02.03 手続補正指令書(出願)
2006.02.22 手続補正書(方式)
2006.03.31 手続補正指令書(中間書類)
2006.04.17 手続補正書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

178

オフィスラックサーバ

通常:
2005-121673
標準

09

179

液晶ファクス

通常:
2005-121674
標準

09

180

Ｄｅｓｋｔｏｐ Ｌｏｇ Ａｎａｌｙｚｅｒ

通常:
2005-121741
標準

09
181

ファイルセキュリティ

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
【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】データの暗号化・復号化及び抹消用コンピュータプログラム

通常 2005-121963

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.12.27 願書
2005.12.28 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)
2006.10.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2005.12.28 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)
2006.10.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 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)
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.13 拒絶査定

2008/7/15
49／65

３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

182

183

商標（見本）

商標

Ｆタイトアンカー

ＢＡＴＴＥＲＹ ＭＡＲＴ

種別 出願番号

区分

§スキミングガード

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.13 拒絶査定

09,37

【09】電池，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームお
もちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－
ＲＯＭ，レギュレーター，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－
ＲＯＭ，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，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，電気磁気測定器
【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，電子計算
機用電池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，印刷用又は製本用の
機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又
は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴製造
機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修理又は保守，ゴム
製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保守，半導体製造装
置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，製材用・
木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理又は保守，たばこ
製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械器具の修理又は
保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プラスチック加工機
械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修理又は保守，貯蔵
槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機械式駐車装置の
修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，
業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又は保守，乗物用
洗浄機の修理又は保守，自動販売機の修理又は保守，動力付床洗浄機の修理又は保
守，遊園地用機械器具の修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は
【09】スキミング防止用カード

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.13 拒絶査定

通常 2005-121981

通常 2005-121995

通常 2005-122024

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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性アンカー，金属として使用する金属性アンカー

09

184

指定商品・役務

06
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.13 拒絶査定
2006.12.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/7/15
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,07,09,17

185

186

187

188

クラスターテクノロジー

通常:
2005-122053
標準

スイスカルク漆喰

通常:
2005-122631
標準

スイスローム

知能センサーシステム

Ｆｏｏｄ Ｗａｓｈｅｒ

19

19

【19】建築用又は構築用の粘土，粘土を主材とする建築用塗材

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定

09

【09】業務用テレビゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，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，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子応用機械
器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプ
ログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，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，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】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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定

通常:
2005-122649
標準

通常:
2005-122738
標準

通常:
2005-122996
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
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 意見書
2006.08.30 手続補足書
2006.09.28 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定

11

189

指定商品・役務
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【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】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
【19】しっくい
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定
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190

191

192

193

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】家庭用炊飯器，業務用炊飯器，家庭用蒸し器，業務用蒸し器，家庭用加熱調理器，
業務用加熱調理器

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2006.07.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 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))
2006.10.20 拒絶査定

12

【12】二輪自動車並びにその部品及び附属品，オートバイ，ギヤクランク，空気ポンプ，警
音器，サドル，軸身，スタンド，スポーク，タイヤ，チェーン，チェーンケース，チューブ，泥よ
け，握り，荷台，ハブ，ハンドル，フリーホイル，フレーム，ペダル，前ホーク，リム，運搬車，
折り畳み式自転車，軽快車，実用車，スポーツツーリスト車，タンデム車，タイヤ又はチュー
ブの修繕用ゴムはり付け片，乗物用盗難警報器，落下傘

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.02.03 手続補正指令書(出願)
2006.02.10 手続補正書
2006.03.27 手続補正書(方式)
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.01 認定･付加情報
2006.07.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

12

【12】自動車，自動車の部品及び付属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.23 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)
2006.10.13 拒絶査定

12

【12】自動車，自動車の部品及び付属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.23 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)
2006.10.13 拒絶査定

ドライスチーマー＼新しい加熱
通常 2005-123090
原理から生まれた調理器

半額ですよ！？

立体商標

立体商標

通常 2005-123392

通常:
2005-123508
立体

通常:
2005-123509
立体

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

中間記録

11
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

194

Ｂａｌａｎｃｅ Ｕｐ Ｅｘｅｒｃｉｓｅ＼バ
通常 2005-123823
ランスアップエクササイズ

09,42

195

ＯｆｆｉｃｅＲａｃｋＳｅｒｖｅｒ

通常:
2006-000347
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，金属溶接機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
器，ガス漏れ警報機，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗り物の故障の警
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，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ー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ＤＶＤ・ビデオディスク・ビデオテープ及びＣＤ－Ｒ，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，フィットネス・エクササイズ
及びウエイトトレーニングに関する教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナー
の企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図
書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・
演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，
演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ
オの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.07.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.06 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)
2006.10.20 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

196

ＯＦＦＩＣＥＲＡＣＫＳＥＲＶＥＲ

通常:
2006-000348
標準

19

197

民芸色

通常:
2006-000367
標準

09

198

使い過ぎお知らせタップ

通常:
2006-000387
標準

09
199

手元スイッチ

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
【19】門及び門扉（金属製のものを除く。），タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非
金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラ
スチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又
は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築
用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防
止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通
話板，区画表示帯，セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属製
のものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のもの
を除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又は
プラスチック製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除
く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製
のものを除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除く。），石製郵便受け，建具（金属製
のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），墓標及び墓碑用銘
板（金属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のものを除く。），石製彫刻，コンクリート製
【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気通信機械器具，電子応用
機械器具及びその部品

通常:
2006-000388
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.06 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)
2006.10.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 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)
2006.10.31 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 意見書
2006.10.31 拒絶査定
2007.02.05 手続補正書(方式)
2007.09.04 登録料納付
2007.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.04 登録査定書
2007.09.04 設定納付書
2007.10.09 登録通知書

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気通信機械器具，電子応用 【中間記録情報】
機械器具及びその部品
［審査］
2006.01.06 願書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.17 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.
200

201

202

商標（見本）

商標
工事写真御用達

しんこうづめ＼深耕爪

ナンプレ

種別 出願番号

区分

フラットローダー

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.08.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.31 拒絶査定

07

【07】農業用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.19 拒絶査定

09,41

【09】家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，インターネット等の電子計算機端末通信によりダウン
ロードされる家庭用テレビゲームソフトウェア，コンピュータ用ゲームソフトウェア，家庭用テ
レビゲームおもちゃまたは業務用ビデオゲーム機を利用しダウンロード可能なゲームソフト
ウェア，電子計算機端末による通信で提供される電子計算機用プログラム又は家庭用テレ
ビゲームソフト，電子計算機端末または電気通信機械器具を利用したダウンロード可能な
コンピュータ用ゲームソフトウェア，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，電気通信機械器具，業務
用テレビゲーム機，録音又は録画済み磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・コンパクトディスク・ＤＶ
Ｄ，ダウンロード可能な音声・音楽・画像・映像・文字，電子出版物
【41】インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供，インターネット・携帯
電話による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供，インターネット等の電子
計算機端末通信を利用して行なうコンピュータゲームイベントの企画・運営または開催，オ
ンラインによるゲームの提供，ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・電子回
路・磁気ディスク・磁気テープ・光学式記録媒体の貸与，コンピュータネットワークによる画
【07】荷役機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.27 拒絶査定

通常:
2006-000511
標準

通常 2006-000575

通常:
2006-000617
標準

通常:
2006-000836
標準
09

204

205

206

シンプルノート

シンプルモバイル

シンプルクライアント

通常:
2006-000842
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］
2006.01.10 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.20 拒絶査定
【09】電子計算機端末，その他の電子応用機械器具及びその部品又は付属品，電気通信 【中間記録情報】
［審査］
機械器具
2006.01.10 願書
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 拒絶査定

09

【09】電子計算機端末，その他の電子応用機械器具及びその部品又は付属品，電気通信 【中間記録情報】
［審査］
機械器具
2006.01.10 願書
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 拒絶査定

09

【09】電子計算機端末，その他の電子応用機械器具及びその部品又は付属品，電気通信 【中間記録情報】
［審査］
機械器具
2006.01.10 願書
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 拒絶査定

通常:
2006-000844
標準

通常:
2006-000846
標準

中間記録

【09】写真機械器具，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

07
203

指定商品・役務

09
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No.

207

208

商標（見本）

商標

株式会社 新川

３ＤＬＳＩ

種別 出願番号

区分

アスペリテ

09

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

通常 2006-000910

通常:
2006-000920
標準

通常:
2006-000996
標準

10
210

沖縄でイッてきました

通常:
2006-001161
標準
09

211

Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ Ｍａｒｋｅｒ

通常:
2006-001193
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】半導体製造装置
【中間記録情報】
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
［審査］
【37】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，電気通信機 2006.01.10 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
械器具の修理又は保守
条1項11号を除く))
2006.10.24 拒絶査定
2008.04.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

19

209

指定商品・役務

07,09,37

【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)
2006.08.24 意見書
2006.10.31 拒絶査定
2007.04.17 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
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.31 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

【09】電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品
2006.01.11 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)
2006.10.18 拒絶査定
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No.

212

213

商標（見本）

商標

ｅ－黒板

ｅ－黒板プラス

種別 出願番号

区分

ｅ－黒板アシスタント

09

【09】電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品
2006.01.11 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.18 拒絶査定
【09】電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品
2006.01.11 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.18 拒絶査定
【09】携帯用防犯ブザー
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.04 上申書
2006.09.08 意見書
2006.09.08 手続補足書
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶査定
2007.02.15 手続補正書(方式)
2007.02.15 手続補正書(方式)
2007.02.15 代理人選任届
2007.02.15 手続補足書
2007.06.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.21 登録料納付
2007.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.05.29 登録査定書
2007.06.21 設定納付書
2007.07.10 登録証

通常:
2006-001194
標準

通常:
2006-001195
標準

通常:
2006-001196
標準
09

215

216

217

218

ランドセル１１０番ブザー

ＥＣＯパワーボード

クリア ピクチャー

コントラストマネジメント

通常:
2006-001230
標準

19

【19】繊維板，その他の木材

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

通常:
2006-001249
標準

通常:
2006-001619
標準

通常:
2006-001620
標準

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

中間記録

【09】電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品
2006.01.11 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)
2006.10.18 拒絶査定
2007.02.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09
214

指定商品・役務

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.07.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.26 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.31 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定
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No.

219

220

221

222

223

224

225

226

商標（見本）

商標

岩盤温熱パワー

子機通信チャンネル

株式会社オギハラ

ディテールエンハンサー

クリアダイナミックＤＮＲ

ハイレゾリューションＨＤコン
バーター

美画質コンバーター

ＳｍａｒｔＳＣＡＤＡ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
【中間記録情報】
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓 ［審査］
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用 2006.01.12 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
2006.10.31 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］
2006.01.13 願書
2006.08.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.30 拒絶査定

07,12,40

【07】金属用金型，プレス用金型
【12】自動車の部品及び附属品
【40】金型の加工，金型の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.23 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］
2006.01.13 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 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］
2006.01.13 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 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］
2006.01.13 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 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］
2006.01.13 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.05 意見書
2006.10.31 拒絶査定

09

【09】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，金銭登録機，自
動販売機，救命用具，火災報知機，盗難警報器，電動式扉自動開閉装置，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

通常 2006-001654

通常:
2006-001858
標準

通常 2006-001882

通常:
2006-002025
標準

通常:
2006-002026
標準

通常:
2006-002027
標準

通常:
2006-002028
標準

通常:
2006-002319
標準

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

中間記録

10
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19

227

料亭キット

通常:
2006-002556
標準

09
228

229

230

231

232

デュアルアクション

通常:
2006-002662
標準

モバイル身分証明書

ＯＳＡＫＡ ＤＩＡＭＯＮＤ

09,38,42

【09】電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【38】移動体電話による通信，電子計算機端末による通信，その他の電気通信（放送を除 ［審査］
く。）
2006.01.17 願書
【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 2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
プログラムの提供
2006.10.03 拒絶査定

09,38,42

【09】電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【38】移動体電話による通信，電子計算機端末による通信，その他の電気通信（放送を除 ［審査］
く。）
2006.01.17 願書
【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 2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
プログラムの提供
項16号)
2006.10.03 拒絶査定

07

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

通常:
2006-002812
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］
2006.01.17 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定

【09】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プ，録音済 【中間記録情報】
みのコンパクトディスク，録音済みのフロッピーディスク及びその他の磁気ディスク，その他 ［審査］
2006.01.17 願書
のレコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ
－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディ 2006.01.17 認定･付加情報
スク・ビデオテープ及びビデオカセットテープ，録音済みＤＶＤ，録音済みミニディスク，録画 2006.07.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
済みＤＶＤ
2006.10.31 拒絶査定

通常:
2006-002811
標準

通常 2006-003608

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.24 手続補正指令書(出願)
2006.01.26 上申書
2006.01.27 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)
2006.09.11 意見書
2006.10.10 拒絶査定

09
魅惑のゴールデン・ポップス２０ 通常:
2006-002719
０
標準

モバイル学生証

指定商品・役務
【19】室内用宴会室組立てセット（金属製のものを除く。），建造物組立てセット（金属製のも
のを除く。），可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），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，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，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
【09】電気通信機械器具，デジタルフォトプリンター，その他の電子応用機械器具及びその
部品
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 意見書
2006.10.30 拒絶査定
2007.01.12 手続補正書(方式)
2007.01.12 手続補足書
2007.10.10 登録料納付
［登録］
2007.10.01 登録査定書
2007.10.10 設定納付書
2007.10.30 登録証

2008/7/15
59／65

３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,12,35,37,38,39,4 【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
1,42,43

233

アイ・ティー・エックスツバサネッ 通常:
2006-004567
ト
標準

09

234

バリアスーツ

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

通常:
2006-004590
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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2006.01.23 願書
2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.10.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.06 手続補正書
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.06 意見書
2006.10.20 拒絶査定
2006.12.26 手続補正書(方式)
2006.12.27 手続補足書
2007.01.15 上申書
2007.10.30 登録料納付
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.22 登録査定書
2007.10.30 設定納付書
2007.11.20 登録証

2008/7/15
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,12,35,37,38,39,4 【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
1,42,43

235

§ｔ

記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
【16】紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収集用
袋，プラスチック製ごみ収集用袋，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製
手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，建具（金属製のものを除く。），灯ろう
【22】編みひも，真田ひも，のり付けひも，よりひも，綱類，布製包装用容器，日よけ
【28】愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形

2006.01.23 願書
2006.07.05 拒絶理由通知書(第3条柱書+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.03 拒絶査定

10

【10】カテーテルガイドワイヤー

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 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)
2006.09.05 手続補正書
2006.10.27 拒絶査定

09

【09】スイッチング電源装置，その他の電源装置，交直変換器，インバータ，コンバータ，充 【中間記録情報】
［審査］
電器，電力変換器，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 意見書
2006.09.22 代理人受任届
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定
2007.01.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-004624

16,19,22,28
236

237

238

大洲和紙

ＬＡＢＹＲＩＮＴＨ

エコモジュール

通常:
2006-004886
標準

通常 2006-005044

通常:
2006-006084
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 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))
2006.10.17 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

239

240

241

商標（見本）

商標

ＥＣＯＭＯＤＵＬＥ

リュウキュウフンシー＼リュウ
キュウフウスイ＼琉球風水

種別 出願番号

区分

09,14

【09】携帯電話機用ストラップ
【14】キーホルダー

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.13 拒絶査定

09,16,35,37,42

【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装容器，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，紙類，文房具類
【35】税務・会計に関する事務処理機の導入に関する情報の提供，人材派遣による財務書
類の作成，講演会・セミナーへの講師のあっせん，経営の診断又は経営に関する情報の
提供，会計事務の代理又は代行
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，法律に関する情報の提供
【06】金属製とい継手
【19】プラスチック製とい継手

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.06.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.18 拒絶査定

通常:
2006-006085
標準

通常 2006-006354

Ｒｏｌｌｉｎｇ Ｆｏｒｅｃａｓｔ Ｍａｎａｇｅ 通常:
2006-006466
ｍｅｎｔ
標準

たてといドレン

通常:
2006-008033
標準

09
243

パルモニタ＼ＰＡＬＭＯＮＩＴＯＲ

【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電気磁気測定器，電線及びケーブ
ル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電気ブザー，火災報知機，ガ
ス漏れ警報器，盗難警報器

通常 2006-008077

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】スイッチング電源装置，その他の電源装置，交直変換器，インバータ，コンバータ，充 【中間記録情報】
［審査］
電器，電力変換器，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 意見書
2006.09.22 代理人受任届
2006.09.25 認定･付加情報
2006.09.25 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定
2007.01.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

06,19

242

指定商品・役務

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.06 意見書
2006.10.17 拒絶査定
2006.12.18 手続補正書
2007.01.25 手続補正書(方式)
2007.10.24 登録料納付
［登録］
2007.10.02 登録査定書
2007.10.24 設定納付書
2007.11.20 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.13 意見書
2006.10.20 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,37,41,42

244

スマートワークフロー

通常:
2006-008323
標準

09,37,41,42

245

ＳｍａｒｔＷｏｒｋｆｌｏｗ

通常:
2006-008324
標準

09,16,35,41

246

ワークライフバランス

通常:
2006-008903
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物，ダウンロード可能な画像・映像・文字・音声・音楽
【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
【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，ダウンロード可能な画像・映像・文字・音声・音楽
【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
【09】録画済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】印刷物，文房具類
【35】経営の診断又は経営に関する助言，企業における人事・給与に関するコンサルティン
グ，企業における人事・報酬に関する情報の提供，企業の人事・報酬マネジメントに関する
助言，電子出版物の提供
【41】知識又は技芸の教授，研修会の手配及び管理，セミナーの手配及び運営，インター
ネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開
催及びこれらに関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.08.09 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))
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 意見書
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.14 手続補足書
2006.10.13 拒絶査定
2006.10.13 認定･付加情報
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.08.09 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))
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 意見書
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.14 手続補足書
2006.10.13 拒絶査定
2006.10.13 認定･付加情報

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.19 拒絶査定
2007.03.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,41

247

ワークファミリーバランス

通常:
2006-008904
標準

07,11

248

ＭｉｎｉＭＯ

通常:
2006-010567
標準

07,37,40,42

249

ＢＡＣＫＧＲＩＮＤＥＲ＼バックグラ
通常 2006-011367
インダ

11,20
250

テーブルキッチン

通常:
2006-011691
標準

07

251

スマートホースフック

指定商品・役務

中間記録

【09】録画済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】印刷物，文房具類
【35】経営の診断又は経営に関する助言，企業における人事・給与に関するコンサルティン
グ，企業における人事・報酬に関する情報の提供，企業の人事・報酬マネジメントに関する
助言，電子出版物の提供
【41】知識又は技芸の教授，研修会の手配及び管理，セミナーの手配及び運営，インター
ネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開
催及びこれらに関する情報の提供
【07】風水力機械器具，業務用電気洗濯機，業務用食器洗浄器，業務用電気掃除機，家庭
用食器洗浄器，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，荷役機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。），陸上の乗物
用の動力機械の部品，換気扇用モーター・その他の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
【11】ボイラー，加熱器，冷凍機械器具，業務用換気扇・業務用換気扇のファン・その他の
暖冷房装置，太陽熱利用温水器，家庭用換気扇・家庭用換気扇のファン・その他の家庭用
電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.19 拒絶査定

【07】半導体製造用金属加工機械器具，その他の金属加工機械器具，半導体製造用加工
装置，半導体・液晶製造用研削加工装置，半導体・液晶製造用研磨加工装置，研磨機能
を有する半導体・液晶製造用研削加工装置，研削機能を有する半導体・液晶製造用研磨
加工装置，半導体ウェーハの表面研磨装置，半導体ウェーハの表面研削装置，半導体
ウェーハ等の研削装置，その他の半導体製造装置，ハードディスク製造用研削装置，ハー
ドディスク製造用研磨装置，磁気ディスク製造用研削装置，磁気ディスク製造用研磨装置，
光磁気ディスク製造用研削装置，光磁気ディスク製造用研磨装置，光ディスク製造用研削
装置，光ディスク製造用研磨装置，プラスチック加工機械器具，レンズ研磨機，石材加工機
械器具，セラミック加工機械器具，ガラス器製造機械，ガラス加工機械器具，ガラス研磨機
械器具，電気式研磨機械器具，電子部品・セラミック及びガラス部品・プラスチック形成品
の加工機械器具，電子部品・セラミック及びガラス部品・プラスチック形成品・金属加工部品
研削用の研削加工装置，電子部品・セラミック及びガラス部品・プラスチック形成品・金属加
工部品研磨用の研磨加工装置
【37】金属加工機械器具の修理又は保守，半導体製造装置の修理又は保守
【40】受託による半導体製造装置の製造，半導体製造装置の貸与，金属加工機械器具の
貸与，受託による半導体・ウェーハの製造
【42】半導体製造装置の設計又は開発，半導体製造装置の設計又は開発に関する助言，
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
【11】加熱器，調理台，流し台
【中間記録情報】
［審査］
【20】家具
2006.02.13 願書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.16 拒絶査定
【07】食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー

通常:
2006-012114
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］
2006.02.09 願書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.08.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.13 意見書
2006.10.10 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.15 認定･付加情報
2006.02.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.17 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 手続補正書(方式)
2006.02.14 願書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.04 意見書
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.17 拒絶査定
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No.

252

253

254

255

256

商標（見本）

商標

ＳＭＡＲＴＣＵＴ ＢＡＮＤ

音響乾燥

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【07】金属加工機械器具

19,20

【19】木材，建造物組立セット（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製の 【中間記録情報】
ものを除く。），建具（金属製のものを除く。），可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。）， ［審査］
飛び込み台（金属製のものを除く。）
2006.02.22 願書
2006.02.23 認定･付加情報
【20】家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ，葬祭用具
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 拒絶査定

12

【12】航空機並びにその部品及び附属品

09

【09】オーディオ及びビデオ機器，ビデオプレーヤー及びレコーダー，デジタルビデオレコー 【中間記録情報】
［審査］
ダー，ビデオディスクプレーヤー，ビデオモニター，ビデオプロジェクター，ビデオスクリー
ン，ビデオテープレコーダー，パーソナルステレオ，ステレオ用アンプリファイア，ステレオレ 2006.02.24 願書
シーバー，ステレオ用チューナー，オーディオ用アンプリファイア，オーディオカセットレコー 2006.03.29 優先権証明書提出書
2006.04.26 認定･付加情報
ダー，オーディオスピーカー，オーディオスピーカー用筐体，オーディオ・ビデオレシー
2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
バー，デジタルオーディオプレーヤー，電気通信器具用アダプター，その他の電気通信機
械器具，電線及びケーブル，業務用テレビゲーム機，コンピュータソフトウェア，半導体素 条1項11号を除く))
子，集積回路，その他の電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ， 2006.08.08 期間延長請求書
2006.09.08 手続補正書
携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，
レコード，映写フィルム，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子 2006.09.08 意見書
2006.10.16 拒絶査定
出版物，音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体

19,20,40

【19】難燃剤で処理された無機質複合化木材，難燃性化学製品を含浸させた無機質複合
化木材，無機質複合化処理された防腐木材，無機質複合化処理された防蟻木材，無機質
複合化処理された防虫木材，無機質複合化処理された建築用防腐木材，無機質複合化処
理された建築用加工済み木材，無機質複合化処理された住宅用加工済み木材，無機質複
合化処理された建築用及び床張り用の木材，無機質複合化木材製外壁材，無機質複合化
木材製道路標識
【20】無機質複合化木材製立て看板，無機質複合化木材製ベンチ，無機質複合化木材製
ネームプレートおよび標識，無機質複合化木材製家具
【40】木材の無機質複合化加工処理，無機質複合化木材の製材，無機質複合化による木
材の耐火加工，無機質複合化による木材の防汚染被膜加工，無機質複合化による木材の
防腐加工，無機質複合化による木材の防虫加工，無機質複合化による木材の防腐・防蟻・
寸法安定及び難燃処理

通常:
2006-012144
標準

通常 2006-015227

ＫＩＴＥＰＬＡＮＥ＼カイトプレーン 通常 2006-016157

Ｓｉｍｐｌｅ ＨＤ

優先 2006-016441

ＣＥＲＡＭＩＣ ＷＯＯＤ Ｓｙｓｔｅｍ
通常 2006-025665
＼セラミックウッドシステム

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

中間記録

07
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.05 意見書
2006.10.05 代理人受任届
2006.10.06 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定
2007.11.21 登録料納付
［登録］
2007.11.16 登録査定書
2007.11.21 設定納付書
2007.12.11 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.24 優先権証明請求書
2006.03.08 手続補正書
2006.09.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.19 意見書
2006.10.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.27 手続補正書
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 意見書
2006.10.26 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10

257

ＳＥＣＵＲＥ－ＩＴ

指定商品・役務
【10】気管切開部人工呼吸バルブ用取付ストラップ，医療用機械器具

優先:
2006-032385
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］
2006.04.10 願書
2006.04.21 優先権証明書提出書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 意見書
2006.08.30 手続補足書
2006.09.27 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶査定

