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※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

商標

フレックスプレート

ＣｏｌｏｒＣｏｄｅ

ユニバーサルノード

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【07】半導体ウエハ及びガラス研磨用研磨砥石

09,42

【09】電気通信機械器具，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
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
2004.05.28 願書
2004.05.31 認定･付加情報
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
2004.06.01 認定情報通知書
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 2004.12.14 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2004.12.16 手続補正書
グラムの提供
2005.02.21 出願人名義変更届
2005.02.22 手続補足書
2005.04.12 手続補足書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.04.18 認定･付加情報
2005.05.20 手続補正書
2005.05.24 認定･付加情報
2005.05.24 認定･付加情報
2005.05.31 通知書(再提出通知)
2005.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.26 意見書
2005.12.26 手続補足書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.02.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.14 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線 【中間記録情報】
及びケーブル，ケーブルテレビの受信用アンテナ・受信点機器・ヘッドエンド機器・伝送装 ［審査］
置・端末機器・データ通信機器その他の電気通信機械器具，ケーブルテレビ事業・電話事 2004.07.30 願書
2005.06.10 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
業及び放送事業において使用されるビデオサーバーネットワーク及びマルチメディアサー
バーネットワーク用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯ 項)
Ｍその他の記録媒体，電子応用機械器具及びその部品，火災報知機，ガス漏れ警報器， 2005.07.08 意見書
2005.08.17 認定･付加情報
盗難警報器，保安用ヘルメット，磁心，抵抗線，電極，録画済ビデオディスク及びビデオ
2005.10.07 手続補正指示書(審査官)
テープ，製図用又は図案用の機械器具，家庭用テレビゲームおもちゃ
2005.10.27 手続補正書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.15 意見書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2004-049231
標準

通常:
2004-049243
標準

通常:
2004-075079
標準

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

中間記録

07
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【中間記録情報】
［審査］
2004.05.28 願書
2004.05.28 認定･付加情報
2004.12.17 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.01.18 手続補正書
2005.01.18 認定･付加情報
2005.01.18 認定･付加情報
2005.01.18 意見書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.22 意見書
2005.12.22 代理人受任届
2005.12.26 認定･付加情報
2006.01.24 手続補正書
2006.11.17 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,20

4

ＳＭＡＲＴＦＩＴ

優先:
2005-004539
標準

09,28

5

ＣＥＬＬ

指定商品・役務

中間記録

【09】コンピュータ用キャリングケース，コンピュータ用キーボード，キーパッド，コンピュータ
マウス，トラックボール，コンピュータ用入力装置，モニターを支えるために特別に設計され
たコンピュータスタンド，ラップトップを支えるために特別に設計されたコンピュータスタンド，
コンピュータモニター及びラップトップコンピュータ用の取り付けラック，コンピュータマウス
のユーザーのためのリストレスト及びリストサポート，コンピュータ用のセキュリティアラーム
及びセキュリティロック，コンピュータ用の照明装置，コンピュータ用のディスプレイ装置及
びディスプレイ装置用のフィルター，コンピュータハードウェア，コンピュータソフトウェア，コ
ンピュータ周辺機器，コンピュータ附属品，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アー
ク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬
貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案
用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算
機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション
用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，
スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，
鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水
用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相
機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気
ブザー，電気通信機械器具，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，レコード，メ
【09】マイクロプロセッサー，中央処理装置，パーソナルコンピュータ及びその部品・附属
品，携帯情報端末，コンピュータソフトウェア，コンピュータプリンター，光ディスクドライブ，
磁気ディスクドライブ，コンピュータ用マザーボード・ハードディスクドライブ・キーボード・モ
ニター，その他の電子応用機械器具及びその部品，テレビジョン受信機，液晶テレビジョン
受信機，プラズマディスプレイテレビジョン受信機，プロジェクションテレビジョン受信機，ＤＶ
Ｄプレーヤー，ＤＶＤレコーダー，ＣＤプレーヤー，ＣＤレコーダー，ＭＤプレーヤー，ＭＤレ
コーダー，ハードディスクプレーヤー，デジタルオーディオプレーヤー，テープレコーダー，ビ
デオテープレコーダー，ハードディスクレコーダー，ハードディスクビデオレコーダー，ビデオ
カメラ，デジタルカメラ，ヘッドホン，イヤホン，アンプリファイヤー，チューナー，スピーカー，
車載用オーディオ／ビデオシステム及びその部品・附属品，その他の電気通信機械器具，
家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品・附属品
【28】携帯用液晶画面ゲームおもちゃ及びその部品・附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.21 願書
2005.03.31 優先権証明書提出書
2005.05.06 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.01 手続補正書
2006.05.01 意見書
2006.05.01 手続補足書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶理由通知書(その他(第4条1項11号を
除く))
2006.07.03 手続補正指示書(審査官)
2006.11.21 拒絶査定

通常:
2005-004606
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］
2005.01.24 願書
2005.01.24 認定･付加情報
2005.10.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.11.09 上申書
2005.11.09 認定･付加情報
2005.12.09 上申書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.01.06 上申書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.01.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.09 上申書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.03.10 上申書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.04.10 上申書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.05.15 上申書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.06.12 上申書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶査定
2007.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.22 代理人受任届
2007.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.22 上申書
2007.02.28 手続補足書
2007.04.02 手続補正書
2007.04.02 手続補足書
2007.04.02 手続補正書
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.09 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）

6

7

8

商標

ＢＯＤＹ ＢＡＬＡＮＣＥ

ボディバランス

ｅ―文書Ｓｉｇｎｅｒ

種別 出願番号

区分

ＪＡＭ ＦＩＬＭＳ

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.25 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.25 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具（テレビジョン受信機，ラジオ受信機，音声周波機械器具，映像周 【中間記録情報】
波機械器具を除く。），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 ［審査］
2005.04.28 願書
具及びその部品
2005.11.15 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2005.12.20 意見書
2005.12.20 手続補足書
2006.01.25 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)
2006.09.21 意見書
2006.09.21 手続補足書
2006.10.19 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶査定
2006.12.06 手続補足書
2007.12.07 登録料納付
［登録］
2007.11.13 登録査定書
2007.12.07 設定納付書
2008.01.08 登録証
【09】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，自動販売機，両替機，業務用テレビ 【中間記録情報】
ゲーム機，業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テー ［審査］
プ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，乗物運転技能訓練用 2005.05.19 願書
シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，写真機械器具，映画機械器具，光学機械 2005.05.19 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
器具，電池，電気通信機械器具，コンピュータ，パーソナルコンピュータ用ゲームプログラ
条1項11号を除く))
ムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，コン
ピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおも 2006.01.27 上申書
2006.02.01 認定･付加情報
ちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁
気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，携帯用液晶画面ゲームおも 2006.06.27 意見書
2006.06.28 認定･付加情報
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，スロッ
2006.11.17 拒絶査定
トマシン，レコード，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
2007.02.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-036862
標準

通常:
2005-036864
標準

通常:
2005-038804
標準

通常:
2005-043921
標準

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

中間記録

【10】医療用機械器具

09

9

指定商品・役務

10
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,11

10

省エネナビ

通常:
2005-046045
標準

09,35,41

11

稼げるパチンコ

稼げるパチスロ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.26 意見書
2005.12.26 手続補足書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.11.29 拒絶査定
2007.02.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.10 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

【09】パチスロの攻略法を内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ，パチスロ
の攻略法を内容とする電子出版物
【35】パチスロマシン又はスロットマシン場に関する広告
【41】スロットマシン場の提供に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.08.01 手続補正指令書(出願)
2005.08.31 手続補正書(方式)
2005.10.05 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.01.23 意見書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.07.12 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2006.09.08 上申書
2006.09.08 手続補足書
2006.09.08 認定･付加情報
2006.10.10 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶査定

通常:
2005-059067
標準

09,35,41

12

指定商品・役務
【09】理化学機械器具，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，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，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，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，乗物の
故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，鉄道用信号機，火災報知機，
ガス漏れ警報器，盗難警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，
スプリンクラー消火装置，消防艇，消防車，自動車用シガーライター，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，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，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，硬貨の
計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の
機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチカードシステム機械，票
数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，計算尺，ウエイトベルト，ウ
エットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，潜
水用機械器具，アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，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，業務用テレビゲーム機，検卵器，電動式扉自動開閉装置，耳栓，電子出版物
【11】電球類及び照明用器具，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，工業用
炉，原子炉，強制対流式ガスストーブ，その他の火鉢類，ボイラー，ガス湯沸かし器，加熱
器，調理台，流し台，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，
冷凍機械器具，アイスボックス，氷冷蔵庫，飼料乾燥装置，牛乳殺菌機，乾燥装置，換熱
器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，温水式床暖房装置，温水式床暖房装置
【09】パチンコの攻略法を内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ，パチンコ
の攻略法を内容とする電子出版物
【35】パチンコ機又はパチンコホールに関する広告
【41】パチンコホールの提供に関する情報の提供

通常:
2005-059068
標準

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.08.01 手続補正指令書(出願)
2005.08.31 手続補正書(方式)
2005.10.07 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 意見書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.01.23 認定･付加情報
2006.07.12 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2006.09.08 上申書
2006.09.08 認定･付加情報
2006.09.08 手続補足書
2006.10.10 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,10,16,28,35,41

13

ＳＴＯＰ ＴＨＥ Ｓ．Ｔ．Ｄ．＼性
感染症の予防

通常 2005-060129

10
14

癒石浴

通常:
2005-065687
標準

09

15

乱歩地獄

通常:
2005-067796
標準

09

16

ＥＮＶＩＲＯＦＲＩＥＮＤＬＹ

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.01 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.02 手続補正書
2006.02.02 意見書
2006.11.17 拒絶査定

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部分，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，携帯用液晶両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，ウェイトベルト，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，スライドフィル
ム，スライドフィルム用マウント，録音済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，
録音済み又は録画済みコンパクトディスク，アニメーション映写フィルム，コンピューター用
ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の記録媒体，録音用テープ，
【09】電池及びその部品，リチウム電池，鉛電池，蓄電池槽，携帯電話機用電池，アルカリ
電池，ニッケルカドミウム蓄電池，乾電池

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2005.07.22 認定･付加情報
2005.12.20 代理人辞任届
2005.12.20 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.16 手続補正書
2006.04.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.12 手続補正指令書(中間書類)
2006.05.26 手続補正書(方式)
2006.06.29 認定･付加情報
2006.06.29 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

通常 2005-076064

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

中間記録

【09】ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード可能な映像，録音済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ・光ディスク・その他の録音済み記録媒体，映写フィルム，スライドフィルム，電子
出版物，録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・そ
の他の録画済み記録媒体
【10】避妊用具
【16】印刷物
【28】おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供
【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，映画・放送番組用のビデオの制作，その他の放送番組の制作，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。），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。），映写フィルムの貸与，雑誌等の図書の貸与又はこれに関す
る情報の提供，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済みビデオディスク・ビデオ
【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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.15 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2005.08.16 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2006.05.12 手続補正書
2006.05.12 意見書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.05.12 認定･付加情報
2006.06.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.07 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.
17

18

19

20

21

商標（見本）

商標
雨防具

録再ナビゲーション

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】サッシ用合成樹脂製雨水浸入防止具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.19 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

09

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定
2007.02.15 手続補正書(方式)
2007.02.15 代理人受任届
2007.02.15 代理人受任届
2007.12.04 手続補正書
2007.12.04 代理人受任届
2007.12.11 手続補正書
2008.01.22 登録料納付
2008.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.01.08 登録査定書
2008.01.22 設定納付書
2008.02.12 登録証

09

【09】ＤＶＤプレーヤー，ＤＶＤプレーヤー・ＤＶＤレコーダー及びその部品・附属品，ＤＶＤプ
レーヤーその他の電気通信機械器具，ＤＶＤプレーヤー及びビデオテープレコーダー付き
テレビジョン受信機，ＤＶＤプレーヤー付きテレビジョン受信機，コンパクトディスクプレー
ヤー及びＤＶＤプレーヤーその他の電気通信機械器具，ビデオテープレコーダー機能を有
するＤＶＤプレーヤー，ポータブルＤＶＤプレーヤー，携帯用ＤＶＤプレーヤー，ＤＶＤレコー
ダー，ハードディスクドライブ及びその他電子応用機械器具及びその部品，コンピュータ用
ハードディスクドライブ，ハードディスクコントローラ，ハードディスクドライブ，ハードディスク
装置，家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させた電子回路・ＲＯＭカートリッ
ジ・磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ハードディスク及びフ
ロッピーディスク，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ハードディス
ク，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フロッピーディスク・ハード
ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・光ディスク・半導体メモリーその他の記憶媒体，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・ＲＯＭカートリッジ・磁気テープ・磁気カー
ド・磁気ディスク・光ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ハードディスク・フロッピーディスク，業務用テレビ
ゲーム機・同機用プログラムを記憶させた電子回路・ＲＯＭカートリッジ・磁気テープ・磁気
カード・磁気ディスク・光ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ハードディスク・フロッピーディスク・その他同
機用の部品及び付属品，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・ＲＯ
Ｍカートリッジ・磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ハードディ
スク・フロッピーディスク，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・ＲＯ
Ｍカートリッジ・磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ハードディ
スク及びフロッピーディスク，電子計算機用プログラムを記憶させたハードディスク，電子計
算機用プログラムを記憶させたフロッピーディスク・ハードディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・光ディス
ク・半導体メモリーその他の記憶媒体，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

07

【07】食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2005.09.07 手続補正書(方式)
2005.10.12 認定･付加情報
2005.10.14 認定情報通知書
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 拒絶査定

07

【07】食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2005.09.07 手続補正書(方式)
2005.10.07 認定･付加情報
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 拒絶査定

通常:
2005-077448
標準

通常:
2005-081219
標準

マーケットアナライザー＼Ｍａｒｋ
通常 2005-081396
ｅｔＡｎａｌｙｚｅｒ

Ｗゼオライト脱臭フィルター

ワンタッチ手元ブラシ

通常:
2005-081848
標準

通常:
2005-081849
標準

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

中間記録

19

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.10 意見書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

22

23

24

25

商標（見本）

商標

ダストクリーンセンサー

プライベート メール モード

西海環境石

ケータイナビ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【07】食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2005.09.07 手続補正書(方式)
2005.10.07 認定･付加情報
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 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

01,19

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

09,39,42

【09】携帯型ナビゲーション装置，携帯情報端末機用プログラム
【39】携帯端末による道路交通情報の提供，携帯端末による鉄道輸送・車両輸送・船舶輸
送・航空輸送に関する情報の提供，携帯端末による倉庫・駐車場の提供に関する情報の
提供，携帯端末による駐車場の管理に関する情報の提供，携帯端末による旅行者の案内
またはこれに関する情報の提供，携帯端末を用いた旅行に関する契約（宿泊に関するもの
を除く。）の代理・媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供
【42】電気通信回線を利用した携帯電話用経路探索プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.01 意見書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.06.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.17 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.09.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.11 手続補正書(方式)
2005.10.11 上申書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.02.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.06 意見書
2006.05.26 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.19 手続補正書(方式)
2006.07.27 認定･付加情報
2006.11.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.17 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2005.09.14 認定･付加情報
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.23 意見書
2006.03.23 手続補足書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.04.20 認定･付加情報
2006.07.21 手続補正書
2006.07.21 上申書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.22 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶査定

通常:
2005-081850
標準

通常 2005-083360

通常:
2005-084541
標準

通常 2005-086373

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

中間記録
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41,42

26

ユビキタス百葉箱

通常:
2005-087156
標準

12,26
27

ＬＯＨＡＳ＼ロハス

通常 2005-087217

09,35,38,42

28

Ｃｏｒｅｔｒａｃｅ

通常:
2005-087499
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
【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・
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動力伝導装置，緩衝器，ば
ね，制動装置，落下傘，乗物用盗難警報器，車いす，陸上の乗物用の交流電動機又は直
流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除
く。），エアクッション艇，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及
び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品
及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブ
の修繕用ゴムはり付け片
【26】髪飾り
【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】
［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
2006.11.02 拒絶査定

置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく
は証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予
約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.07 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.09.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.24 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))
2006.03.27 手続補正書
2006.05.26 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.01 手続却下の処分(補正指令)
2006.11.24 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,38,42

29

ユニトレース

通常:
2005-087500
標準

06

30

31

32

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.09.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.24 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))
2006.03.27 手続補正書
2006.05.26 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.01 手続却下の処分(補正指令)
2006.11.24 拒絶査定

サーモタイマー＼Ｔｈｅｒｍｏｔｉｍｅ
通常 2005-089183
ｒ

【10】温熱療法用ベッドその他の医療用機械器具
【中間記録情報】
［審査］
【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，
2005.09.26 願書
きゅう，柔道整復，はり，温熱療法用ベッドその他の医療用機械器具の貸与，美容院用又
2005.09.30 認定･付加情報
は理髪店用の機械器具の貸与
2005.10.12 手続補正書(方式)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

09

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

ＷＡＶＥ ＳＴＯＮＥ ＴＨＥＲＡＰＹ 通常 2005-089490

ＯＲＧＡＮＩＣＣＯＭＰＵＴＩＮＧ＼
通常 2005-089914
オーガニックコンピューティング

箱型Ｕ字側溝集水タイプ

通常:
2005-090374
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.03.31 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))
2006.06.20 手続補正書
2006.06.20 意見書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.26 意見書
2006.11.17 拒絶査定

10,44

19
33

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく
は証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予
約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計
【06】タイマー機能を備えたディスクトラップ
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.10.03 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

34

35

36

37

38

39

商標（見本）

商標

ＯＮＥＧＬＯＶＥ

折りコンキャリー

コンテンツコーディネーター

懸賞ラジオ

懸賞ＡＭ

懸賞ＦＭ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】事故防護用手袋
【17】絶縁手袋

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.10.21 優先権証明書提出書
2005.11.21 認定･付加情報
2005.11.21 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.15 期間延長請求書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.07.14 意見書
2006.07.14 手続補足書
2006.07.14 認定･付加情報
2006.08.14 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2007.02.23 手続補正書(方式)
2007.03.13 手続補正書(方式)
2007.03.13 手続補足書
2008.03.03 登録料納付
［登録］
2008.02.08 登録査定書
2008.03.03 設定納付書
2008.03.25 登録証

12

【12】船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。），エアクッション艇，航空
機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，自動車並びにそ
の部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，乳母車，人力
車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

09,42

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【42】電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

09,38

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，懸賞を内容とするラジオ番組 【中間記録情報】
に関する電子出版物
［審査］
2005.10.14 願書
【38】通信，懸賞を内容とするラジオ放送
2005.10.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

09,38

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，懸賞を内容とするラジオ番組 【中間記録情報】
に関する電子出版物
［審査］
【38】通信，懸賞を内容とするラジオ放送
2005.10.14 願書
2005.10.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

09,38

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，懸賞を内容とするラジオ番組 【中間記録情報】
に関する電子出版物
［審査］
2005.10.14 願書
【38】通信，懸賞を内容とするラジオ放送
2005.10.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

優先:
2005-091048
標準

通常:
2005-092536
標準

通常:
2005-092996
標準

通常:
2005-096318
標準

通常:
2005-096319
標準

通常:
2005-096320
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

09,17
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No.

40

41

42

43

44

商標（見本）

商標

ハイパーステンレス

ＭｕｓｉｃＢａｒ

図形商標

図形商標

図形商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【06】鉄及び鋼

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.04.27 出願人名義変更届(一般承継)
2006.06.13 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

09

【09】アンプ内蔵スピーカー，スピーカー，アンプ，パソコン用スピーカー

12

【12】自転車並びにその部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.05.02 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2006.05.15 手続補正書
2006.05.15 意見書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.05.15 認定･付加情報
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 意見書
2006.08.04 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.06.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.06 意見書
2006.09.15 上申書
2006.09.15 手続補足書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.11.09 拒絶査定

12

【12】自転車並びにその部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.06.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.06 意見書
2006.09.15 上申書
2006.09.15 手続補足書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.11.09 拒絶査定

12

【12】自転車並びにその部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.06.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.06 意見書
2006.09.15 上申書
2006.09.15 手続補足書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.11.09 拒絶査定

通常:
2005-096647
標準

通常:
2005-099145
標準

通常 2005-099464

通常 2005-099465

通常 2005-099466

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

中間記録

06
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45

46

47

48

49

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

12,36,37,39

【12】自動車並びに部品及び附属品
【中間記録情報】
【36】中古自動車の評価またはこれに関する情報の提供
［審査］
【37】自動車の修理または整備
2005.10.26 願書
【39】車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，駐車場の提供，駐車場の 2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.11.24 上申書
管理，ガス供給，電気の供給，水の供給，自動車の貸与
2005.12.08 認定･付加情報
2005.12.08 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

09

【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具
［審査］
2005.11.08 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 意見書
2006.11.14 拒絶査定

09,28

【09】携帯電話機，携帯情報端末装置
【28】携帯用電子ゲームおもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.16 優先権証明書提出書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.15 期間延長請求書
2006.11.08 拒絶査定

05,10

【05】家禽及び家畜用のワクチン，家禽及び家畜用の抗寄生虫剤及び寄生虫駆除剤，動
物用薬剤，その他の薬剤
【10】家禽及び家畜用のワクチン・抗寄生虫剤及び寄生虫駆除剤の投与のための獣医科
用の塗薬用具及び挿入器具，その他の獣医科用機械器具，その他の医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

ライブオークション＼ＬＩＶＥ ＡＵ
通常 2005-100473
ＣＴＩＯＮ

２０Ｑ

通常:
2005-104500
標準

優先:
2005-104810
標準

ＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ ＦＯＲ ＰＲＯＤ 通常:
2005-105639
ＵＣＴＩＶＩＴＹ
標準

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

中間記録

【12】自動車並びに部品及び附属品
【中間記録情報】
【36】中古自動車の評価またはこれに関する情報の提供
［審査］
【37】自動車の修理または整備
2005.10.26 願書
【39】車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，駐車場の提供，駐車場の 2005.11.11 手続補正指令書(出願)
2005.11.24 上申書
管理，ガス供給，電気の供給，水の供給，自動車の貸与
2005.11.30 認定･付加情報
2005.11.30 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

インターネットライブ＼ＩＮＴＥＲＮ
通常 2005-100472
ＥＴ ＬＩＶＥ

テストモニター

指定商品・役務

12,36,37,39
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11

50

ウオームガラス Ｗａｒｍ Ｇｌａｓ 通常:
2005-106566
ｓ
標準

11
51

52

53

プラズマカビとり洗浄

ハイパー＼ＨＹＰＥＲ

ＱＶ－Ｒ

通常 2005-107135

指定商品・役務

08

【08】カッターナイフ及びその替刃，その他の手動利器

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.21 拒絶査定

05,10

【05】外科用又は整形外科用骨接合剤，薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガー
ゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱
脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おし
め，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
【10】外科用骨セメント，整形外科用骨セメント，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，
手術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳
器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除
く。），業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手
袋，しびん，病人用便器，耳かき

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.12.01 手続補正書(方式)
2005.12.05 手続補正指令書(出願)
2005.12.07 認定･付加情報
2005.12.07 認定･付加情報
2006.05.23 伺い書
2006.06.02 伺い回答書
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.01 手続補正書
2006.09.01 意見書
2006.09.01 手続補足書
2006.10.02 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶査定

通常 2005-107418

通常 2005-108489

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】業務用皿又は調理済み食品の加熱或は予熱・ファーストフード店の食品予熱または 【中間記録情報】
保温・システムキッチンのワークトップあるいはバイキング食堂テーブル埋め込み皿予熱・ ［審査］
2005.11.14 願書
リーチインショーケースのドアガラスの結露防止保温・冷凍ショーケースの結露防止保温・
2005.11.17 認定･付加情報
フラワーショーケースの結露防止保温・屋内パネル暖房・浴室や温泉の窓の結露防止保
温・オープンカフェのガラステーブルの暖房・各種鏡の防曇保温・シースルー暖房・トイレ及 2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定
び洗面所や風呂場の暖房に使用するための透明な耐熱ガラスの上に透明な発熱導電膜
を蒸着させた発熱体よりなる透明電気ヒーター，家庭用あるいは業務用ホットプレートに使 2007.03.01 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
用するための透明な耐熱ガラスの上に透明な発熱導電膜を蒸着させた発熱体よりなる透
明電気ヒーター，ショーケース内の飲料缶・飲料容器・おしぼり・おでんの保温に使用する
ための透明な耐熱ガラスの上に透明な発熱導電膜を蒸着させた発熱体よりなる透明電気
ヒーター，屋外設置監視カメラハウジング内の結露防止の保温・クレーン用監視カメラ内の
結露防止の保温・水中カメラハウジング内の結露防止の保温に使用するための透明な耐
熱ガラスの上に透明な発熱導電膜を蒸着させた発熱体よりなる透明電気ヒーター，道路情
報標示器や車両搭載の道路あるいは天候情報表示装置の結露及び着雪防止の保温・屋
外ディスプレイの着雪防止の保温に使用するための透明な耐熱ガラスの上に透明な発熱
導電膜を蒸着させた発熱体よりなる透明電気ヒータ，寒冷地の道路交通信号機表示部結
露及び着雪防止保温カバー・除雪車や雪上車の窓の結露や着雪ならびに曇り防止の保
温・車両取り付け灯火器の着雪防止保温に使用するための透明な耐熱ガラスの上に透明
な発熱導電膜を蒸着させた発熱体よりなる透明電気ヒーター，観光用車両ならびに船舶の
窓の曇や結露や着雪防止保温に使用するための透明な耐熱ガラスの上に透明な発熱導
電膜を蒸着させた発熱体よりなる透明電気ヒーター，研究或いは工業用環境試験機或い
はインキュベーターの観測窓の結露防止の保温・冷却機器の結露や氷結防止の保温に使
【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
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定
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54

55

56

57

58

59

60

商標（見本）

商標

ＥＺ－２－ＵＳＥ

サンドガリバー

ガリバー

サンドガリバー砂

ガリバー砂

固体ラッピング工具

ＰＩＣＳ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】ＣＤ－ＲＯＭドライブ，ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ，ＣＤ－ＲＷドライブ，ＤＶＤ－ＲＷドライブ， 【中間記録情報】
光ディスクドライブ，コンピュータ用ディスクドライブ，電子応用機械器具及びその部品，電 ［審査］
2005.11.17 願書
気通信機械器具，電気通信機械器具の部品及びその付属品
2005.11.21 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.24 意見書
2006.08.24 手続補足書
2006.09.22 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶査定

19

【19】砂，砂からなる骨材

19

【19】砂，その他の建築用又は構築用の非金属鉱物，砂からなる骨材，陶磁製建築専用材 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.11.22 願書
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
2005.11.22 認定･付加情報
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 2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.11.17 拒絶査定
その製品，木材，石材，建築用ガラス

19

【19】砂，砂からなる骨材

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

19

【19】砂，砂からなる骨材

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

07

【07】金属加工機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 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)
2006.05.08 手続補正書
2006.06.26 認定･付加情報
2006.06.26 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 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］
2005.11.28 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.09 意見書
2006.08.09 手続補足書
2006.09.05 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

通常 2005-108499

通常:
2005-109917
標準

通常:
2005-109918
標準

通常:
2005-109919
標準

通常:
2005-109920
標準

通常 2005-111166

通常:
2005-111251
標準

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

中間記録

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

61

商標（見本）

商標

ＥＺＣＡＲＥ

種別 出願番号

63

ＷＡＴＡＳＨＩＷＡ ＡＮＡＴＡＮＯ
ＫＯＫＯＲＯＷＯ ＹＯＭＵＫＯＴＯ
ＧＡ＼ＤＥＫＩＭＡＳＵ（ＡＮＡＴＡＮ 通常 2005-114620
Ｏ ＫＯＫＯＲＯＨＡ ＯＭＩＴＯＵＳ
ＨＩ）

65

66

速音聴

ＥＡＳＹ ＳＨＵＮＴ

09

【09】電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

09,28

【09】携帯電話機，携帯情報端末装置
【28】携帯用電子ゲームおもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.08 拒絶査定

08

【08】はさみ，園芸ばさみ，洋ばさみ，にぎりばさみ，金切りばさみ，らしゃばさみ，理髪ばさ 【中間記録情報】
み，のみ，かんな，かんきり，ダイス，リーマ，スパナー，ねじ回し，モンキー，レンチ，角型 ［審査］
2005.12.07 願書
ショベル，スコップ，丸型ショベル，センターポンチ，つち，ハンマー，やすり，フライス，タッ
2005.12.08 認定･付加情報
プ，ドリル
2006.06.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.17 拒絶査定

09

【09】速く音を聴き取る訓練用の電子応用機械器具及びその部品，速く音を聴き取る訓練 【中間記録情報】
用の家庭用テレビゲームおもちゃ，速く音を聴き取る訓練用の携帯用液晶画面ゲームおも ［審査］
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，速く音を聴き取る訓練用の電 2005.12.08 願書
子出版物
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)
2006.05.15 手続補正書(方式)
2006.06.09 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)
2006.09.05 手続補正書
2006.09.05 認定･付加情報
2006.09.05 認定･付加情報
2006.09.05 意見書
2006.09.20 物件提出書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.11.10 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，調相機，電気磁気測定器

通常 2005-114778

通常:
2005-115575
標準

優先:
2005-115693
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.12.05 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)
2006.11.10 拒絶査定
2007.11.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-113047
標準

Ｓｉｍｐｌｅ ＳＣＡＮ！

ＫＡＴＯ

指定商品・役務
【07】電気式の飲料及び食品製造用機械器具及びその部品
【09】飲料及び食品の自動販売機及びその部品

通常:
2005-111923
標準

62

64

区分
07,09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.27 優先権証明書提出書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.01.30 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 期間延長請求書
2006.08.11 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

67

鉄筋加工センター

通常:
2005-116596
標準

10

68

ＡＱ

着信ミュージッククリップ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.08.11 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))
2006.11.10 拒絶査定

【09】電気通信機械器具，携帯情報端末，携帯電話端末用ストラップ，カーナビゲーション
装置及びその部品，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な電子計算機用プ
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・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，コンピュータネット
ワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の文字データ，コンピュータネット
ワークを通じてダウンロード可能な音楽，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可
能な映像，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な静止画及び動画，録画済
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－ＲＯ
Ｍ・ＤＶＤ等の記録媒体，その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【38】電気通信（放送を除く。），テレビ会議通信，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たメッセージ・音楽・映像・画像・演芸・演劇・文書・デー
タ・文字情報の通信及びこれらに関する情報の提供，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た番組放送スケジュールに関する情報の提供，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たデータ通
信，音声・文字データ・画像の伝送交換，通信機能を有するテレビゲーム機（家庭用及び業
務用を含む）による通信，ゲームオンデマンド又はビデオオンデマンド方式による映像・音
声の伝送交換，電子計算機端末その他の通信機器による通信，電子メール通信，複数宛
先に同時に送信する電子メール通信，電子メールの自動転送，電子掲示板通信，電子
データの自動転送，データ通信に関する情報の提供，人工衛星による通信，人工衛星を利
用した伝送交換，電子計算機端末その他の通信機器を利用した通信に関する情報の提
供，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，報道をする者に対するニュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.08.11 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
2006.11.10 拒絶査定

優先:
2005-116869
標準

09,38

69

指定商品・役務
【09】電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路，磁
気ディスク，磁気テープ，その他の周辺機器を含む。），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，映写フィルム，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】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電子
計算機利用による情報処理，電子計算機入力データの作成・加工・編集，電子計算機によ
る計算処理，電子計算機のソフトウエアの開発，電子計算機・自動車その他用途に応じて
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
【10】親水性コーティングされた医療用のステント・カテーテル・拡張器・シース・閉塞器・ワ
イヤーガイド・ガイドワイヤー並びにその部品及び附属品，その他の医療用機械器具

通常:
2005-117267
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］
2005.12.13 願書
2006.01.25 優先権証明書提出書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.06.12 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))
2006.09.12 期間延長請求書
2006.10.12 上申書
2006.11.13 手続補正書
2006.11.13 意見書
2006.11.20 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38

70

着ミュージッククリップ

通常:
2005-117268
標準

10
71

ＵＰモード

ドライゼリー

通常:
2005-117763
標準

05,10

73

ＤＲＹＪＥＬＬＹ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.07 意見書
2006.09.08 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2007.02.03 手続補足書
2007.02.07 手続補正書

【05】薬剤，中枢神経系用薬剤，末しょう神経系用薬剤，感覚器官用薬剤，アレルギー用薬
剤，循環器官用薬剤，呼吸器官用薬剤，消化器官用薬剤，ホルモン剤，泌尿生殖器用又
は肛門用の薬剤，外皮用薬剤，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮変質剤，血液用剤，代謝
性薬剤，細胞賦活用薬剤，しゅよう治療用薬剤，物理的障害治療用薬剤，化学的障害治
療用薬剤，抗生物質製剤，化学療法剤，生物学的製剤，寄生動物に対する薬剤，調剤用
剤，診断用薬剤，治療用又は診断用のアイソトープ標識物質，麻薬，生薬，黒焼き及びも
ぐさ，動物用薬剤，蚊取線香，殺菌剤，殺そ剤，殺虫剤，蒸剤，除草剤，防臭剤（身体用の
ものを除く。），防虫剤，防腐剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブ
ラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タ
ンポン，生理用ナプキン，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包
帯液，防虫紙
【10】診断用機械器具，手術用機械器具，治療用機械器具，病院用機械器具，歯科用機械
器具，獣医科用機械器具，医療用の補助器具及び矯正器具，医療用Ｘ線装置，その他の
医療用機械器具，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
【05】薬剤，中枢神経系用薬剤，末しょう神経系用薬剤，感覚器官用薬剤，アレルギー用薬
剤，循環器官用薬剤，呼吸器官用薬剤，消化器官用薬剤，ホルモン剤，泌尿生殖器用又
は肛門用の薬剤，外皮用薬剤，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強壮変質剤，血液用剤，代謝
性薬剤，細胞賦活用薬剤，しゅよう治療用薬剤，物理的障害治療用薬剤，化学的障害治
療用薬剤，抗生物質製剤，化学療法剤，生物学的製剤，寄生動物に対する薬剤，調剤用
剤，診断用薬剤，治療用又は診断用のアイソトープ標識物質，麻薬，生薬，黒焼き及びも
ぐさ，動物用薬剤，蚊取線香，殺菌剤，殺そ剤，殺虫剤，蒸剤，除草剤，防臭剤（身体用の
ものを除く。），防虫剤，防腐剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブ
ラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タ
ンポン，生理用ナプキン，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包
帯液，防虫紙
【10】診断用機械器具，手術用機械器具，治療用機械器具，病院用機械器具，歯科用機械
器具，獣医科用機械器具，医療用の補助器具及び矯正器具，医療用Ｘ線装置，その他の
医療用機械器具，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.15 認定･付加情報
2005.12.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.20 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)
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2005-117345
標準
05,10

72

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具，携帯情報端末，携帯電話端末用ストラップ，カーナビゲーション
装置及びその部品，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な電子計算機用プ
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・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，コンピュータネット
ワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の文字データ，コンピュータネット
ワークを通じてダウンロード可能な音楽，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可
能な映像，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な静止画及び動画，録画済
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－ＲＯ
Ｍ・ＤＶＤ等の記録媒体，その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【38】電気通信（放送を除く。），テレビ会議通信，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たメッセージ・音楽・映像・画像・演芸・演劇・文書・デー
タ・文字情報の通信及びこれらに関する情報の提供，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た番組放送スケジュールに関する情報の提供，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たデータ通
信，音声・文字データ・画像の伝送交換，通信機能を有するテレビゲーム機（家庭用及び業
務用を含む）による通信，ゲームオンデマンド又はビデオオンデマンド方式による映像・音
声の伝送交換，電子計算機端末その他の通信機器による通信，電子メール通信，複数宛
先に同時に送信する電子メール通信，電子メールの自動転送，電子掲示板通信，電子
データの自動転送，データ通信に関する情報の提供，人工衛星による通信，人工衛星を利
用した伝送交換，電子計算機端末その他の通信機器を利用した通信に関する情報の提
供，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，報道をする者に対するニュース
【10】医療用機械器具

通常:
2005-117767
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］
2005.12.14 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)
2006.11.10 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
2005.12.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.20 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)
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

74

75

76

77

78

商標（見本）

商標

イーリング

加熱炉蓋

カントリーブラウン

カントリーホワイト

スノーホワイト

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【06】鉄及び鋼，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属 【中間記録情報】
製人工魚礁，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 ［審査］
に当たるものを除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製金具，金属製建具
2005.12.16 願書
2005.12.22 認定･付加情報
【37】建設工事，建築工事に関する助言，荷役機械器具の修理又は保守，土木機械器具
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
の修理又は保守，土木機械器具の貸与
項16号)
2006.11.17 拒絶査定
2008.04.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

11

【11】コークス炉，加熱炉，乾留炉，発生炉

19

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
【中間記録情報】
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト ［審査］
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用 2005.12.21 願書
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の 2005.12.21 認定･付加情報
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及 2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料

19

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
【中間記録情報】
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト ［審査］
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用 2005.12.21 願書
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の 2005.12.21 認定･付加情報
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及 2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料

19

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
【中間記録情報】
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト ［審査］
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用 2005.12.21 願書
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の 2005.12.21 認定･付加情報
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及 2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料

通常:
2005-118487
標準

通常:
2005-119225
標準

通常:
2005-119699
標準

通常:
2005-119700
標準

通常:
2005-119705
標準

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

中間記録

06,37
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.06.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.06 意見書
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

79

ＦｒｅｅＦｏｒｕｍ２１

通常:
2005-119909
標準

09,42

80

次世代ネットワークサービスプ
ラットフォーム

通常:
2005-119911
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］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

81

セキュアインターネット接続ソ
リューション

通常:
2005-119914
標準

09
82

Ｄｕａｌ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ Ｐｏｒｔａｂｌｅ

Ｐｏｃｋｅｔ

通常:
2005-121891
標準

07
84

くらんくぴん

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 手続補正書
2006.09.15 意見書
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2005-121723
標準
08

83

指定商品・役務
【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，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ＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスー
ツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メト
ロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写
フィルム，スライドフィルム，ス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】データ自動記録器，測定機械器具，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子応用
機械器具及びその部品

通常:
2005-121936
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.10 拒絶査定

【08】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 【中間記録情報】
ものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそり及び電気 ［審査］
2005.12.27 願書
バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），かつお節削り
2006.02.01 手続補正指令書(出願)
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 2006.02.03 手続補正書(方式)
2006.03.03 認定･付加情報
気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち工具に
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
2006.09.12 代理人受任届
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
2006.09.12 手続補足書
2006.09.23 手続補正書
2006.09.23 意見書
2006.10.12 認定･付加情報
2006.10.12 認定･付加情報
2006.10.12 認定･付加情報
2006.10.12 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定
2007.03.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【07】貝係止具，貝の耳吊り養殖用の貝係止具，その他の漁業用機械器具
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 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)
2006.11.27 拒絶査定
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No.

85

86

87

88

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

セルフクリーン

マルチインバーターチラー

06,19

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

11

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，滑車，ばね，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航
路標識（発光式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽，ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，いかり，金属製ビッ
ト，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤロー
プ，金網，金属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，
金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受
け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製の
タオル用ディスペンサー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，屋外用金属製ブライ
ンド，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金
属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み
台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻，金属製自転車用駐輪器具
【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ
んが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築
専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建
築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製
の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製の
ものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその
製品，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製
のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠
（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道
【11】暖冷房装置，家庭用電熱用品類

11

【11】冷凍機械器具，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 意見書
2006.09.19 手続補足書
2006.09.19 代理人受任届
2006.09.19 手続補足書
2006.09.19 手続補足書
2006.09.19 手続補足書
2006.09.20 認定･付加情報
2006.10.18 認定･付加情報
2006.11.13 拒絶査定
2007.02.15 手続補正書(方式)
2007.02.15 手続補足書
2008.04.01 意見書

通常:
2005-122311
標準

通常:
2005-122645
標準

通常:
2005-122646
標準

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

中間記録

【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
【中間記録情報】
具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通 ［審査］
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯 2005.12.28 願書
用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロッ 2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
トマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及 項16号)
びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデ 2006.08.22 意見書
2006.11.17 拒絶査定
オディスク及びビデオテープ，電子出版物

ＣＯＮＦＥＲＥＮＣＥ ＯＮ ＤＥＭＡ
ＮＤ＼カンファレンスオンデマン 通常 2005-122224
ド

サイドスルー

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.07 拒絶査定
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No.

89

90

91

92

93

商標（見本）

商標

ＤＣチラー

ＤＣインバーターチラー

みんなのトニオちゃん

Ｐｕｒｅ Ａｃｅ＼富田の水

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】冷凍機械器具，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.07 拒絶査定

11

【11】冷凍機械器具，暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.07 拒絶査定

09,14,16,25,28,41

【09】コンピュータ用のプログラム，コンピュータ用のゲームプログラムを記録させた電子回
路・磁気ディスク・その他の記録媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ，業務用のテレビゲー
ム機，コンピュータ又は移動体電話機による通信を用いてのダウンロードが可能な電子計
算機用プログラム，コンピュータ又は移動体電話機による通信を用いてのダウンロードが
可能な電子出版物，レコード及び録音済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク，携帯電
話機，音楽再生用プレーヤー，携帯電話機用ストラップ・その他の付属品，マウスパッド，
電気通信機械器具，電子応用機械器具の部品
【14】貴金属，身飾品，時計とその部品及び付属品
【16】紙製包装用容器，衛生手ふき，型紙，紙製テーブルクロス，紙製タオル，紙製手ふき，
紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，荷札，雑誌，新聞，写真，写真立
て，文房具類
【25】被服，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用の特殊靴
【28】おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，釣り具，ゲーム用品，遊戯用カード
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，美術品の展示，音響用の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，コンピュータグラフィックデザイン及びデジタルメ
ディアコンテンツの分野に関する知識の教授，コンピュータグラフィックデザイン及びデジタ
ルメディアコンテンツの分野に関するセミナー・ワークショップ・トレーニングセッションの企
画・開催・運営

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.01.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.25 手続補正指示書(審査官)
2006.11.24 拒絶査定
2006.12.05 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.03.05 手続補正書(方式)
2007.03.05 手続補正書
2007.03.05 手続補正書
2007.11.19 手続補正書
2008.04.14 登録料納付
［登録］
2008.03.12 登録査定書
2008.04.14 設定納付書
2008.05.13 登録証

11

【11】家庭用浄水器，業務用浄水器

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定
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【09】理化学機械器具，光学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，測定機械器具，配
電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，電気アイロン，電気式
ヘアカーラー，電気ブザー，業務用テレビゲーム機，電気通信機械器具，電子応用機械器
具及びその部品，情報の暗号化及びその解読についての電子計算機用プログラムを記憶
させた電子回路・磁気ディスク又は磁気テープ，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。），防犯用監視装置，モニター付監視装
置，本人確認用ＩＣカード，電気錠，電子錠，指紋認証式錠，生体認証装置，磁気的に錠装
置を操作する鍵カード，電子的に錠装置を操作するＩＣカード，暗号式の電気式又は電子式
施錠装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，各種設備を監視及び制御するコ
ンピュータ，各種設備を監視及び制御するコンピュータプログラム，磁心，抵抗線，電極，消
防艇，ロケット，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及びＤＶＤ，スロットマシン，レコード，メト
ロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写
フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 意見書
2006.10.05 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2005-122647
標準

通常:
2005-122648
標準

通常:
2005-123037
標準

通常 2005-123130

ＫｅｙｗａｒｅＳｏｌｕｔｉｏｎｓ＼キーウェ
通常 2005-123484
アソリューションズ

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

中間記録
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19

94

ウォールデコ

通常 2006-000385

06

95

Ｇ・ＣＯ

通常 2006-000393

07
96

ローハス＼ＬＯＨＡＳ

通常 2006-000867

09

97

ラテンエアロ

通常 2006-001144

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
【中間記録情報】
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト ［審査］
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用 2006.01.06 願書
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の 2006.01.06 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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。），木材，石
材，建築用ガラス，セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），建具（金属製のもの 号)
2006.09.10 手続補正書
を除く。），鉱物性基礎材料
2006.09.10 意見書
2006.09.11 認定･付加情報
2006.09.11 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
【06】山形鋼，鋼管，溶接用金属棒，ろう付け用金属棒，金属製管，亜鉛めっき鋼板，ステ 【中間記録情報】
ンレス鋼板，塩化ビニル・その他の樹脂等でコーティング或いはライニングを施した金属製 ［審査］
管，塩化ビニル・その他の樹脂等でコーティング或いはライニングを施した鋼板，その他の 2006.01.06 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
鉄及び鋼，水素貯蔵合金，形状記憶合金，その他の非鉄金属及びその合金，金属鉱石，
換気装置用・空気調和装置用又は暖冷房装置用の配管用金属製ダクト及び管，塩化ビニ 号)
ル・その他の樹脂等でコーティング或いはライニングを施した暖冷房装置用の配管用金属 2006.09.06 手続補正書
2006.09.06 手続補足書
製ダクト及び管，アンカープレート，建築用金属板，建築用金属製ブラケット，金属製分岐
管，塩化ビニル・その他の樹脂等でコーティング或いはライニングを施した金属製分岐管， 2006.09.06 意見書
建築用金属製補強材料，建築用金属製パネル，塩化ビニル・その他の樹脂等でコーティン 2006.10.04 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
グ或いはライニングを施した建築用金属製パネル，金属製排水管，建築用金属製水切り
板，格子，金属製配管用ノズル，塩化ビニル・その他の樹脂等でコーティング或いはライニ 2007.02.26 手続補正書(方式)
ングを施した金属製配管用ノズル，金属製間仕切り壁，金属製水圧管，金属製足場，金属 2007.02.26 手続補足書
製壁用外装材，金属製空気吹出口，塩化ビニル・その他の樹脂等でコーティング或いはラ 2007.03.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.03.30 職権訂正通知書(職権訂正)
イニングを施した金属製空気吹出口，建築用金属製スリーブ，建築用金属製堅管ユニッ
2007.06.02 代理人受任届
ト，その他複数本のパイプ・ダクトと支持金物からなる建築用金属製ユニット，金属製機器
架台，金属ダクト用消音器，金属製空気ダンパ，塩化ビニル・その他の樹脂等でコーティン 2007.07.25 代理人選任届
グ或いはライニングを施した金属製空気ダンパ，金属製空気ダクト用継手，塩化ビニル・そ 2007.09.25 登録料納付
の他の樹脂等でコーティング或いはライニングを施した金属製空気ダクト用継手，金属製 ［登録］
2007.09.03 登録査定書
配管パイプ，風量測定用金属製通気口，金属製空気循環用ダクト，その他の建築用又は
2007.09.25 設定納付書
構築用の金属製専用材料，金属製の可搬式温室，金属製の可搬式遮音室，金属製の可
2007.10.16 登録証
搬式恒温室その他金属製の可搬式特殊環境室，金属製クリーンルーム・低露点室・恒温
室組立てセットその他の金属製特殊環境室組立てセット，その他の金属製建造物組立て
セット，金属製鋳型，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，
金属製ホッパー（機械式のものを除く。），金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の
【07】ミシンおよびその部品
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット（球技用，スキー用含む。），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－Ｒ
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 意見書
2006.09.20 手続補足書
2006.10.19 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

98

99

商標（見本）

商標

ＤＢＤ

Ｗｅｂ会議

種別 出願番号

区分

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

中間記録

【09】病気診断の支援に使用する情報及び処置を記憶した光ディスク・磁気ディスク・ＣＤ－ 【中間記録情報】
［審査］
ＲＯＭ
2006.01.12 願書
2006.01.24 手続補正指令書(出願)
2006.01.31 手続補正書(方式)
2006.02.09 上申書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.09 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.31 手続補正書
2006.10.31 意見書
2006.11.07 拒絶査定
2007.02.02 手続補足書
2008.05.23 期間延長請求書
2008.05.26 手続補正書
2008.05.26 手続補足書
2008.05.26 意見書
2008.07.01 登録料納付
［登録］
2008.06.24 登録査定書
2008.07.01 設定納付書
2008.07.22 登録証

09,42

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

通常:
2006-001579
標準

通常:
2006-001815
標準

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.02 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,11

100

イオンミント

通常:
2006-001864
標準

09
101

102

103

104

ＳＰＯＲＴＳ ＵＴＩＬＩＴＹ ＶＩＤＥＯ 通常:
2006-002282
ＣＡＭＥＲＡ
標準

静電噴霧ハイブリッド噴口

炭炊きＩＨ

温泉シート

健康シート

【07】除草機械器具用ノズル，病虫害防除機械器具用ノズル

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

11

【11】電磁誘導加熱機能を有する家庭用電気炊飯器，電磁誘導加熱機能を有する業務用
電気炊飯器

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.17 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)
2006.08.24 手続補正書
2006.08.24 認定･付加情報
2006.08.24 意見書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶査定

10,11,25,27

【10】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った腰当てベルト，遠赤外線放射
粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った肩当てベルト，遠赤外線放射粉末を混入したゴム
や合成樹脂で造った膝当て
【11】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った浴槽内の敷物
【25】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った手首サポーター，遠赤外線放
射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った足首サポーター，遠赤外線放射粉末を混入し
たゴムや合成樹脂で造った靴，遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った靴
中敷
【10】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った腰当てベルト，遠赤外線放射
粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った肩当てベルト，遠赤外線放射粉末を混入したゴム
や合成樹脂で造った膝当て
【11】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った浴槽内の敷物
【25】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った手首サポーター，遠赤外線放
射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った足首サポーター，遠赤外線放射粉末を混入し
たゴムや合成樹脂で造った靴，遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った靴
中敷

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2006-002551
標準

通常:
2006-002572
標準

通常:
2006-002617
標準

通常:
2006-002619
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

10,11,25,27
105

指定商品・役務

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.01.13 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，芳香
2006.01.13 認定･付加情報
剤（身体用のものを除く。），その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯， 項16号)
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， 2006.11.10 拒絶査定
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【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，家庭用電気式芳香器，家庭用電気式消臭器，その他の
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
【09】ビデオカメラ，その他の映像周波機械器具，ビデオカメラ用液晶表示装置
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.17 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

106

107

108

109

商標（見本）

商標

ＤＥＮＴＡＬ ＥＸＰＬＯＲＥＲ

ＳＡＦＥＴＹ ＣＡＲＲＩＥＲ

Ｋ・ボード

プレフィルドミックスシリンジ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電子計算機用プログラム

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

12

【12】車両運搬車

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.12 手続補正書
2006.09.12 意見書
2006.09.12 手続補足書
2006.10.13 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2006.12.19 手続補足書
2007.11.13 登録料納付
2008.02.22 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
［登録］
2007.11.09 登録査定書
2007.11.13 設定納付書
2007.12.04 登録証

19

【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴ
ム製の建築用又は構築用の専用材料，木材

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.08.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.06 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 拒絶査定

通常:
2006-002802
標準

通常:
2006-002888
標準

通常:
2006-003039
標準

通常:
2006-003083
標準

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

中間記録

09
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

110

物件管理くん

通常:
2006-003124
標準

06,19

111

ＷＯＯＤＥＣＯ

いい色

通常:
2006-003524
標準

06,07,09

113

全体最適モノづくり

通常:
2006-003622
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］
2006.01.18 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定
2007.05.31 刊行物等提出書
2007.06.27 認定･付加情報

【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，
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
【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，金属製のきゃた
つ及びはしご
【07】金属加工機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，食料加工用又は飲料加工用の
機械器具，印刷用又は製本用の機械器具，包装用機械器具，プラスチック加工機械器具，
半導体製造装置，風水力機械器具，農業用機械器具，機械式駐車装置，業務用攪はん混
合機，業務用皮むき機，業務用切さい機，芝刈機，食器洗浄機，修繕用機械器具，電気式
ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電機ブラシ，電気ミキサー，電動式カーテン引
き装置，陶工用ろくろ，塗装機械器具，乗物用洗浄機，機械要素（陸上の乗物用のものを
除く。）
【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 手続補正書
2006.08.04 意見書
2006.08.15 手続補正指示書(審査官)
2006.11.14 拒絶査定

通常:
2006-003298
標準

09

112

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消
防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マ
スク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲーム
おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイト
ベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュ
レーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路
及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれら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，電子計算機による情報処理，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
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建具，金属製建造物組立てセット
【19】建具（金属製のものを除く。），合成建築用材料，建造物組立てセット（金属製のものを
除く。）
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 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)
2006.10.11 意見書
2006.11.10 拒絶査定
2007.04.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.21 拒絶査定

2008/8/12
29／54

３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

114

115

116

117

商標（見本）

商標

ＢＫ－Ｆ１１

種別 出願番号

区分

ＴｈｉｎＲｅａｄｅｒＷｒｉｔｅｒ

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【42】電子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，電子計算機のプログラムの設 ［審査］
2006.01.20 願書
計・作成又は保守
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

10

【10】歯科用矯正機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 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
【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】陶磁製植生緑化基盤材，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.01.20 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)
2006.11.17 拒絶査定

【09】電気通信機械器具
【11】電球類および照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.28 拒絶査定

通常:
2006-003745
標準

通常:
2006-003919
標準

通常:
2006-003947
標準

19
118

モスタイル＼ＭＯＳＳＴＩＬＥ

通常 2006-004023

09,11
119

あなたの毎日を輝かせたい。

通常 2006-004129

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】業務用オーブン

ウェブサーベイ＼ＷｅｂＳｕｒｖｅｙ 通常 2006-003822

ファッションブラケット

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 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)
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

120

121

122

123

124

125

126

商標（見本）

商標

Ｌｉｇｈｔ ｙｏｕｒ Ｌｉｆｅ

繰り返し録画も 色あざや
か！！

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具
【11】電球類および照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.28 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，ＶＨＳテープ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.06.14 伺い書
2006.06.23 伺い回答書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.10 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］
2006.01.10 願書
2006.06.14 伺い書
2006.06.23 伺い回答書
2006.08.11 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))
2006.11.17 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］
2006.01.10 願書
2006.06.14 伺い書
2006.06.23 伺い回答書
2006.08.11 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))
2006.11.17 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］
2006.01.10 願書
2006.06.14 伺い書
2006.06.23 伺い回答書
2006.08.11 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))
2006.11.17 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］
2006.01.10 願書
2006.06.14 伺い書
2006.06.23 伺い回答書
2006.08.11 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))
2006.11.17 拒絶査定

09

【09】電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び
その他の記録媒体，電気計算機，電子計算機用プログラム，電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

通常 2006-004130

通常 2006-004138

ひろびろ プリントレーベル＼Ｗ
通常 2006-004145
ＩＤＥ ＰＲＩＮＴ ＬＡＢＥＬ

インクジェットプリンター対応＼Ｉ
ＮＫＪＥＴ ＰＲＩＮＴＥＲ ＣＯＲＲＥ 通常 2006-004146
ＳＰＯＮＤＥＮＣＥ

パステルカラープリンタブル＼Ｐ
ＡＳＴＥＬ ＣＯＬＯＲ ＰＲＩＮＴＡＢ 通常 2006-004148
ＬＥ

カラープリンタブル＼ＣＯＬＯＲ
ＰＲＩＮＴＡＢＬＥ

ダイレクトキャプチャー

通常 2006-004149

通常:
2006-004176
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

09,11
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

127

128

商標（見本）

商標

バストライト

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.08.21 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))
2006.11.17 拒絶査定

09,35,37,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，ファクシミリ，その他の電
気通信機械器具，電子複写機・インクジェットプリンター・レーザービームプリンター用のコ
ンピューターソフトウェア，プリンター機能・スキャナー機能・ファクシミリ機能付き電子複写
機並びにこれらの部品及び附属品，インクジェットプリンター，レーザービームプリンター，
その他の電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防
車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防
火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログ
ラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスー
ツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メト
ロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算
尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク
及びビデオテープ，電子出版物
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，情報セキュリティマネジメントシステムに係わる
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，コンピュータ用ソフトウェア
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 意見書
2006.11.24 拒絶査定
2007.09.27 登録料納付
［登録］
2007.09.19 登録査定書
2007.09.27 設定納付書
2007.10.23 登録証

07,39

【07】機械式自転車駐輪装置、機械式自動二輪車駐輪装置
【39】駐輪場の提供、駐輪場の管理、機械式駐輪装置の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

08

【08】包丁，はさみ，ナイフ，カッターナイフ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

10

【10】塩分摂取量測定器

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2006-004373
標準

Ｃｒｅａｔｅ，ｓｈａｒｅ ＆ ｔｈｉｎｋ ａｓ 通常:
2006-004533
ｏｎｅ
標準

130

131

132

法人ナビ

通常:
2006-004587
標準

コインサイクル

通常:
2006-004600
標準

開運

通常:
2006-004609
標準

減塩モニタ

通常:
2006-004981
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】エステティック美容用機械器具，豊胸用機械器具，脱毛用機械器具，フェイシャル用
機械器具

09,42
129

指定商品・役務

11
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【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)
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.
133

134

135

136

商標（見本）

商標
ラジアント

ジョグダイヤル

組み合わせ撮影

種別 出願番号

区分

11

【11】浴室ユニット，便所ユニット，水道用栓

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，電線及び 【中間記録情報】
ケーブル，写真機械器具，写真複写機，光学機械器具，電気通信機械器具，電子応用機 ［審査］
2006.01.25 願書
械器具及びその部品，発光式又は機械式の道路標識，磁心，抵抗線，電極，金銭登録
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
機，家庭用テレビゲームおもちゃ，業務用テレビゲーム機，携帯用液晶画面ゲームおも
項16号)
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ
2006.11.14 拒絶査定

11

【11】熱交換器，地中熱交換型暖冷房装置，太陽熱利用暖冷房装置，熱サイフォン技術を 【中間記録情報】
用いた暖冷房装置，燃料電池発電システムにより行う給湯・暖房装置，コージェネレーショ ［審査］
2006.01.25 願書
ンシステムにより行う給湯・冷暖房装置，輻射式暖冷房装置，暖冷房装置，温気暖房装
置，温水暖房装置，業務用加湿器，業務用空気清浄機，路面暖房装置，業務用地盤暖房 2006.01.25 手続補足書
装置，地熱利用暖房装置，地熱利用冷房装置，融雪装置，床暖房装置，暖炉，ボイラー， 2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.02 認定･付加情報
給水加熱器，空気余熱器，車両用ボイラー，蒸気過熱低減器，船用ボイラー，陸用ボイ
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ラー，加熱器，冷凍用又は冷蔵用のショーケース，氷冷蔵庫，飼料乾燥装置，牛乳殺菌
機，乾燥装置，換熱器，蒸留装置，太陽熱利用温水器，加湿器，衣類乾燥器，除湿機，電 号)
解水生成器，布団乾燥機，ルームエアコン，業務用衣類乾燥機，化学物質を充てんした保 2006.10.03 手続補正書
2006.10.03 認定･付加情報
温保冷具
2006.10.03 手続補足書
2006.10.03 認定･付加情報
2006.10.03 手続補足書
2006.10.03 意見書
2006.10.04 認定･付加情報
2006.10.04 認定･付加情報
2006.10.05 手続補足書
2006.11.06 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定
2007.04.20 手続補正書
2007.04.20 手続補足書
2007.04.21 手続補足書
2007.04.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.04 登録料納付
［登録］
2008.01.09 登録査定書
2008.02.04 設定納付書
2008.03.04 登録証
【10】頭部に装着した状態で温水または冷水を満たすことにより頭皮の毛穴を広げ毛根の 【中間記録情報】
皮脂を取り除いたり頭皮の血行を促進し新陳代謝を高めることができるようにした脱毛予 ［審査］
防発毛促進頭部入浴キャップ
2006.01.25 願書
【25】帽子，頭部に温水または冷水を浸すことができる帽子
2006.01.27 認定･付加情報
2006.07.27 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))
2006.11.24 拒絶査定

通常:
2006-005151
標準

通常:
2006-005176
標準

通常:
2006-005182
標準

ＨＹＢＲＩＤ ＴＨＥＲＭＯ ＳＹＳＴＥ 通常:
2006-005186
Ｍ
標準

ヘッドスパキャップ

通常:
2006-005252
標準

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

中間記録

【11】暖冷房装置

10,25
137

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.14 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.08.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 拒絶査定
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No.

138

139

140

141

142

143

144

商標（見本）

商標

アール３０

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】眼鏡，眼鏡レンズ，眼鏡の部品及び附属品，加工ガラス（建築用のものを除く。）

09,12

【09】赤外線カメラを利用して自動車の夜間走行時に歩行者又は障害物等を感知してその 【中間記録情報】
映像を映し出す装置
［審査］
【12】赤外線カメラを利用して自動車の夜間走行時に歩行者又は障害物等を感知してその 2006.01.26 願書
2006.02.01 認定･付加情報
映像を映し出す装置を備えた自動車
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.17 拒絶査定
2007.02.26 手続補正書(方式)
2007.02.26 手続補正書
2007.02.28 手続補足書
2007.09.27 登録料納付
［登録］
2007.09.10 登録査定書
2007.09.27 設定納付書
2007.10.23 登録証

09

【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，スクリーン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.08.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.08 拒絶査定

06,19

【06】金属製の橋梁用支承・その他の金属製の建築用又は構築用の専用材料
【19】ゴム製の橋梁支承・その他のゴム製の建築用又は構築用の専用材料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.08.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.08 拒絶査定

06,19

【06】金属製の橋梁用支承・その他の金属製の建築用又は構築用の専用材料
【19】ゴム製の橋梁支承・その他のゴム製の建築用又は構築用の専用材料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.08.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.08 拒絶査定
2007.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

07

【07】プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，印刷用又は製本用の機械器具，転写 【中間記録情報】
装置
［審査］
2006.01.26 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

07

【07】プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，印刷用又は製本用の機械器具，転写 【中間記録情報】
［審査］
装置
2006.01.26 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2006-005292
標準

インテリジェントナイトビジョンシ 通常:
2006-005630
ステム
標準

ハイブリッドスクリーン＼ＨＹＢＲＩ
通常 2006-005643
Ｄ ＳＣＲＥＥＮ

弾性固定支承

コンパクト沓

Ｒ転写

アール転写

通常:
2006-005660
標準

通常:
2006-005662
標準

通常:
2006-005666
標準

通常:
2006-005667
標準

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

中間記録
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.06 拒絶査定
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No.

145

146

147

148

149

150

151

商標（見本）

商標

ＰＣＭ捕虫管理システム

英語耳マスタリング

ミゼットドライヤー

バンドレス

ＲＯＵＮＤ

ＲＯＵＮＤＢＯＯＭ

ミネラルプラス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】捕虫状況集計管理用システムプログラム・その他の電子計算機用プログラム

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定

09

【09】電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び
その他の記録媒体，電気計算機，電子計算機用プログラム，電子出版物

07

【07】化学機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.10 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.01.31 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)
2006.11.17 拒絶査定

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製貯 【中間記録情報】
蔵槽類，金属製家庭用水槽
［審査］
2006.01.30 願書
2006.01.31 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)
2006.11.17 拒絶査定

07,12

【07】ブームを備えた土木機械器具，ブームを備えた荷役機械器具，ブームを備えた自走 【中間記録情報】
式高所作業装置
［審査］
【12】ブームを備えた自動車，ブームを備えたクレーン付き自動車，ブームを備えた高所作 2006.01.30 願書
業用自動車
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.05 手続補正書
2006.09.05 意見書
2006.11.10 拒絶査定

07,12

【07】ブームを備えた土木機械器具，ブームを備えた荷役機械器具，ブームを備えた自走 【中間記録情報】
式高所作業装置
［審査］
【12】ブームを備えた自動車，ブームを備えたクレーン付き自動車，ブームを備えた高所作 2006.01.30 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
業用自動車
項16号)
2006.09.05 手続補正書
2006.09.05 意見書
2006.11.10 拒絶査定

11

【11】冷凍機械器具，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用電熱用品類，浴槽類，家庭用浄水 【中間記録情報】
［審査］
器，汚水浄化槽，ごみ焼却炉
2006.01.13 願書
2006.02.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

通常 2006-005894

通常:
2006-005918
標準

通常:
2006-006561
標準

通常 2006-006566

通常:
2006-006648
標準

通常:
2006-006649
標準

通常 2006-006887

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

中間記録

09
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.17 手続補正書
2006.02.24 手続補正指令書(出願)
2006.03.01 上申書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定

11

【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ
んが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製の壁材・プラスチック製の
間仕切り壁・その他の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，木製の壁材，
木製の間仕切り壁，石材，建築用ガラス，建築用ガラス製の間仕切り壁，人工魚礁（金属
製のものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のも
のを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又
はプラスチック製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除
く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製
のものを除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除く。），石製郵便受け，建具（金属製
のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），墓標及び墓碑用銘
板（金属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のものを除く。），石製彫刻，コンクリート製
彫刻，大理石製彫刻，鉱物性基礎材料，屋外用ブラインド（金属製のもの及び織物製のも
のを除く。）
【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用い
す，理髪店用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金
属製又は石製のものを除く。），輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金
属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及び
キャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファ
イバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まく
【11】ＬＥＤを使用した電球類及び照明用器具

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，理化学機械器具，測定機械器具，

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.01.31 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)
2006.11.17 拒絶査定

07

【07】金属加工機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.08.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.07 拒絶査定

12

【12】陸上の乗物用の機械要素，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車 【中間記録情報】
並びにそれらの部品及び附属品
［審査］
2006.02.01 願書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

09

【09】電子計算機用プログラムの提供

19,20

152

153

154

155

156

157

ＴＩＭＢＥＲ ＣＲＡＦＴ＼ティン
バークラフト

ＬＥＤｓ テープ

パウダーレオメータ

プレートミル

Ｃｈｉｋｕｍａ

らくらくメニュー

通常 2006-006946

通常 2006-006949

通常:
2006-007125
標準

通常:
2006-007168
標準

通常:
2006-007720
標準

通常 2006-007909

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.01.17 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.17 拒絶査定
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No.

158

159

160

161

162

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】薬剤
【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.21 拒絶査定

07

【07】金属加工機械器具，鋳造用湯道管

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.08.28 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))
2006.11.27 拒絶査定

07

【07】金属加工機械器具，鋳造用湯道管

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.08.28 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))
2006.11.27 拒絶査定

19

【19】セメント製パネル，コンクリート製パネル，モルタル製パネル，その他のセメント及びそ 【中間記録情報】
［審査］
の製品
2006.02.03 願書
2006.02.03 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)
2006.11.21 拒絶査定

09

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

メタボリックチェック＼Ｍｅｔａｂｏｌｉ
通常 2006-007992
ｃｃｈｅｃｋ

ＥＧユニット＼イージーユニット

ＥＧパーツ＼イージーパーツ

ＨＭパネル

Ｃｏｎｔｒａｓｔ Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ

通常 2006-008370

通常 2006-008371

通常:
2006-008651
標準

通常:
2006-008741
標準

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

中間記録

05,10
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.03 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)
2006.11.17 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

163

コントラスト エンハンスメント

通常:
2006-008742
標準

09,16

164

公務員の名刺

ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＲＥＬＡＴＩＯＮ
ＭＥＲＣＨＡＮＤＩＳＩＮＧ

通常 2006-008846

09
166

【09】電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械
器具，録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みの光ディスク・磁気
ディスク・光磁気ディスク，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用自動演奏プログラム
を記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディス
ク，レコード，電子出版物，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
【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
成又は保守に関する助言・情報の提供，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機用
プログラムの提供に関する助言・情報の提供，電子計算機システムの設計・作成又は保
守，電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言・情報の提供，電子計算機シ
ステムの遠隔監視，電子計算機システムの遠隔監視に関する助言・情報の提供，ウェブサ
イトの作成又は保守，電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領
域の貸与，電子計算機の貸与，商品に関するコンピュータデータベースへのアクセスタイム
の賃貸，その他のコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，電子計算機・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，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
【09】ビデオカメラ，その他の映像周波機械器具，ビデオカメラ用液晶表示装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.21 拒絶査定

ＳＵＲＶＥＩＬＬＡＮＣＥ ＵＴＩＬＩＴＹ
通常 2006-008890
ＶＩＤＥＯ ＣＡＭＥＲＡ

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.03 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)
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2006-008821
標準

09,42

165

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.20 意見書
2006.09.20 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

167

168

169

170

171

商標（見本）

商標

光の器

Ａ－ＳＰＥＣ

イージークリーン

ダイエットＯ２

ＥＳカルバート

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

12

【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，
乗物用盗難警報器，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（但し自動
車用タイヤ・リム・ホイールを除く。），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，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

19

【19】石材，人造石材

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.11 手続補正書
2006.10.11 認定･付加情報
2006.10.11 意見書
2006.10.12 手続補足書
2006.10.12 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定
2007.03.02 手続補正書(方式)
2007.03.05 手続補足書
2008.01.23 登録料納付
［登録］
2008.01.09 登録査定書
2008.01.23 設定納付書
2008.02.12 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.08.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.21 拒絶査定

10

【10】人が中に入って横たわれる様に作られた密閉容器とこれに圧力をかけた酸素を供給 【中間記録情報】
するための酸素供給器とからなる血中の溶解酸素濃度を上げるために用いられる圧力酸 ［審査］
2006.02.07 願書
素供給装置，医療用機械器具
2006.02.07 手続補足書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.02.07 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.21 拒絶査定

06,37

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料
【37】土木一式工事

通常:
2006-009261
標準

通常:
2006-009471
標準

通常:
2006-009756
標準

通常:
2006-009868
標準

通常:
2006-009973
標準

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

中間記録

11
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 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)
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

172

Ｋ２ ＲＥＣＯＲＤＳ＼ケーツーレ
通常 2006-010000
コード

09,28

173

脳年齢脳ストレス計

通常:
2006-010008
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】録音済み又は録画済みのコンパクトディスク（ＣＤ）・光ディスク・ＤＶＤ・ビデオテープ，
未録音又は未録画のコンパクトディスク（ＣＤ）・光ディスク・ミニディスク（ＭＤ）・ＤＶＤ・ビデ
オテープ，レコード，コンパクトディスクプレーヤー，ＤＶＤプレーヤー・レコーダー，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，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，メトロノーム，電子楽器用自動演奏
プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィル
ム，スライドフィルム用マウント，電子出版物
【41】録音済み又は録画済みのコンパクトディスク（ＣＤ）・光ディスク・ＤＶＤ・ビデオテープ及
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 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)
2006.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.17 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.12 刊行物等提出書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.14 刊行物等提出による通知書
2006.08.11 意見書
2006.10.06 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.06 認定･付加情報
2006.10.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.17 拒絶査定
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 代理人受任届
2006.12.15 手続補足書
2006.12.15 手続補正書
2007.02.01 手続補正書
2007.02.01 手続補正書
2007.03.02 手続補正書
2007.03.05 手続補足書
2007.12.13 登録料納付
［登録］
2007.12.07 登録査定書
2007.12.13 設定納付書
2008.01.15 登録証
2008.01.29 登録証(再発行)

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28

174

アタマスキャン

通常:
2006-010009
標準

19
175

耐火ウッズ

マグネエッヂレスホーン

通常:
2006-011068
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］
2006.01.26 願書
2006.03.06 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)
2006.08.11 意見書
2006.10.06 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.06 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 代理人受任届
2007.03.15 上申書
2007.03.28 手続補正書
2007.03.29 手続補足書
2007.12.13 登録料納付
［登録］
2007.12.07 登録査定書
2007.12.13 設定納付書
2008.01.15 登録証
2008.01.29 登録証(再発行)

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.04.24 手続補正書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.28 拒絶査定

通常:
2006-010983
標準
09

176

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
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
【19】難燃剤で処理された木材
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

177

統合文書管理ソリューション

通常:
2006-011127
標準

09,38,41,42

178

メール着信メロディ

通常:
2006-011135
標準

09

179

ＭＵＬＴＩＺＯＯＭ

通常:
2006-011200
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2006.02.10 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
2006.02.10 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
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知 項16号)
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告 2006.11.24 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
【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】電気通信機械器具，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 【中間記録情報】
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
［審査］
【38】電気通信（放送を除く。）
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
【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
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
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・ 2006.08.16 出願人名義変更届(一般承継)
2006.08.31 手続補正書
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 2006.08.31 意見書
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 2006.11.02 拒絶査定
使用されるものの操作，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企画・運営又 2006.11.13 手続補足書
2006.11.29 手続補正書(方式)
は開催，ボクシングの興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，
サッカーの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音 2007.04.05 代理人変更届
2007.08.29 出願取下書
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，ネガフィルムの貸与，ポジフィ
ルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸
与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】顕微鏡，顕微鏡の部品及び付属品
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.09.08 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))
2006.10.18 手続補正書
2006.10.18 手続補正書
2006.10.18 意見書
2006.11.10 拒絶査定
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No.

180

181

182

183

商標（見本）

商標

Ｎｅｏ Ｓｔｙｌｅ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】テレビジョン受信機，コンパクトディスクプレーヤー，ビデオディスクプレーヤー，スピー 【中間記録情報】
［審査］
カー
2006.01.30 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.24 拒絶査定

19

【19】プラスチック製建築専用材料，プラスチック製植生境界の見切り材，ゴム製植生境界
の見切り材，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.03.06 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)
2006.11.24 拒絶査定

08

【08】爪みがき具，マニキュアセット，ペディキュアセット

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 代理人辞任届
2006.08.28 代理人辞任届
2006.08.28 代理人辞任届
2006.08.28 代理人辞任届
2006.08.28 代理人辞任届
2006.11.24 拒絶査定

06,11,19,21

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.27 拒絶査定

通常 2006-011558

砂利下シート＼ジャリシタシート 通常 2006-011569

１ｓｔ ｃｌａｓｓ ｓｈｉｎｅｒ

くろがねいろ

通常 2006-012233

通常 2006-012307

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

中間記録

09
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09

184

185

186

187

クッキング

Ｇｅｒｍａ＼ゲルマ

クリアパネルリモコン

スーパキャリー

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.18 手続補正書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.18 意見書
2006.11.20 拒絶査定
2007.02.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

10

11

【11】洗浄機能付き便器用リモコン，洗浄機能付き便座用リモコン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.24 拒絶査定

12

【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.04 意見書
2006.10.04 手続補足書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.08 拒絶査定
2006.12.07 手続補正書
2007.02.13 手続補正書
2007.02.13 手続補足書
2007.10.11 登録料納付
［登録］
2007.10.10 登録査定書
2007.10.11 設定納付書
2007.11.13 登録証

通常:
2006-012415
標準

通常 2006-012551

通常:
2006-012642
標準

通常:
2006-012688
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】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，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，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録
【10】医療用機械器具

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

【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条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.24 拒絶査定
2007.04.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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188

189

190

191

192

商標（見本）

商標

ＫＥＩＴＡＩＹＯＵ ＴＥＲＥＫＡ

ＫＥＩＴＡＩＹＯＵＴＥＲＥＫＡ

§ＫＥＩＴＡＩＹＯＴＥＲＥＫＡ

クロス統計

岩盤浴

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線 【中間記録情報】
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，携帯用液晶画面 ［審査］
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
2006.02.15 願書
2006.04.21 代理人辞任届
2006.04.21 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.13 意見書
2006.11.28 拒絶査定
2006.12.27 代理人受任届
2007.02.23 手続補正書(方式)
2007.02.23 手続補足書
2008.01.16 登録料納付
2008.02.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.25 登録査定書
2008.01.16 設定納付書
2008.02.12 登録通知書

11,20,44

【11】電気温度調整機能付きベッド・椅子・腰掛・ベンチ・家具・寝具・寝台，愛玩動物用の電
気温度調整機能付きベッド・椅子・腰掛・ベンチ・家具・寝具・寝台
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，毛布，敷布，布団カバー，ベッド，椅子，腰掛，
家具，寝具，寝台，ベンチ，スリーピングバッグ，犬小屋，小鳥用巣箱，木箱，愛玩動物用
のベッド・椅子・腰掛・家具・寝具・寝台・ベンチ・スリーピングバッグ
【44】美容，理容，医療，治療，介護，マッサージ，エステティック美容，美容・理容・医療・治
療・介護・マッサージ・エステティック美容・入浴・温浴など施設の提供，美容・理容・医療・治
療・介護・マッサージ・エステティック美容・入浴・温浴・ダイエット・健康管理に関する助言や
コンサルティングなどの情報の提供，美容・理容・医療・治療・介護・マッサージ・エステ
ティック美容・入浴・温浴・ダイエット・健康管理に関する機械器具の貸与

通常:
2006-012776
標準

通常:
2006-012777
標準

通常 2006-012778

通常:
2006-012782
標準

通常 2006-013048

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

中間記録

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

193

194

商標（見本）

商標

ｍｏｂｉｌｅ ｓｐｏｔ

ハンディドアホン

種別 出願番号

区分

ゲームスチャンネル

09

【09】ドア用インターホン

通常 2006-013446

通常:
2006-013896
標準

通常 2006-015692

09,16,37,42

196

ＳＹＳＴＥＭ Ｘ

優先:
2006-016431
標準

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

中間記録

【09】配電用または制御用の機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
部品
［審査］
2006.02.16 願書
【11】電球類及び照明用器具
2006.02.16 認定･付加情報
2006.08.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.30 拒絶査定
2007.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,14,16,18,20,21,2
4,25,26,28,41

195

指定商品・役務

09,11

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.22 意見書
2006.11.06 拒絶査定
【09】耳栓，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流 【中間記録情報】
機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具， ［審査］
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 2006.02.22 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
（携帯電話用ストラップ，携帯電話用のスクリーンクリーナー付のストラップ，携帯用コンパ
クトディスクプレーヤー専用の収納及び持運びケース・バッグ，その他の電気通信機械器 条1項11号を除く))
2006.11.20 拒絶査定
具の部品及び附属品を含む。），ダウンロード可能な移動体電話用コンピュータプログラ
ム・待ち受け画像・着信音用音楽・着信音用音声，ダウンロード可能なコンピュータ用プロ
グラム及び同追加データ，コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テー
プ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品
（マウスパッド，キーボードカバー，メモリーカードその他の周辺機器を含む。），レコード（録
音済みコンパクトディスクを含む。），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その他の記憶媒体，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務
用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機の筐体，業務用テレビゲーム機のプログラムを
記憶させた電子回路その他の記憶媒体，業務用ゲーム機のプログラム，業務用テレビ
ゲーム機の部品及び付属品，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム及び
同追加データ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，乗物の故障の警告用の三
角標識，発光式又は機械式の道路標識，鉄道用信号機，火災報知機，ガス漏れ警報器，
盗難警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火
装置，消防艇，消防車，自動車用シガーライター，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，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ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，ダウンロード可能な
画像，電子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，業務用ゲーム機用メダル貸
出機，遊戯用メダル貸出機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，硬貨の計数用又
【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
【中間記録情報】
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， ［審査］
2006.02.24 願書
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
2006.02.28 優先権証明書提出書
【16】紙類，印刷物，文房具類
2006.03.29 認定･付加情報
【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 2006.03.29 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.09.12 期間延長請求書
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
2006.10.13 意見書
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作 2006.10.16 手続補足書
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
2006.10.16 認定･付加情報
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
2006.11.15 認定･付加情報
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
2006.11.21 拒絶査定
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
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,37,42

197

ＳＹＳＴＥＭ Ｚ

優先:
2006-016432
標準

09,16,37,42

198

ＳＹＳＴＥＭ Ｉ

優先:
2006-016438
標準

09,16,37,42

199

ＳＹＳＴＥＭ Ｐ

優先:
2006-016440
標準

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

指定商品・役務
【09】電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用ユーザーマ
ニュアルを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，
電気通信機械器具，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子計算機用プログラ
ム，電子出版物
【16】紙類，印刷物，文房具類
【37】映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，写真機械器具の修理又は保
守，事務用機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機
械器具（電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の修理又は保守，
集積回路製造装置の修理又は保守，電子計算機の修理又は保守
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守の助言，電子計算機の貸与，コンピュータネットワークシステムの保守（コン
ピュータのハードウェアを除く。），電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操
作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方
法等に関する紹介及び説明，電子計算機データの暗号化処理，電子商取引における第三
者に対するオンラインによるユーザの本人確認・証明，コンピュータデータベースへのアク
セスタイムの賃貸，コンピュータデータの暗号化及び保全のために用いるコンピュータプロ
グラムの設計・作成又は保守，インターネットを利用したコンピュータソフトウェアの提供，電
【09】電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用ユーザーマ
ニュアルを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，
電気通信機械器具，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子計算機用プログラ
ム，電子出版物
【16】紙類，印刷物，文房具類
【37】映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，写真機械器具の修理又は保
守，事務用機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機
械器具（電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の修理又は保守，
集積回路製造装置の修理又は保守，電子計算機の修理又は保守
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守の助言，電子計算機の貸与，コンピュータネットワークシステムの保守（コン
ピュータのハードウェアを除く。），電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操
作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方
法等に関する紹介及び説明，電子計算機データの暗号化処理，電子商取引における第三
者に対するオンラインによるユーザの本人確認・証明，コンピュータデータベースへのアク
セスタイムの賃貸，コンピュータデータの暗号化及び保全のために用いるコンピュータプロ
グラムの設計・作成又は保守，インターネットを利用したコンピュータソフトウェアの提供，電
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.28 優先権証明書提出書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 期間延長請求書
2006.10.13 意見書
2006.10.16 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.28 優先権証明書提出書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.03.29 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.12 期間延長請求書
2006.10.13 意見書
2006.10.16 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定
2007.02.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.28 優先権証明書提出書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.03.29 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 期間延長請求書
2006.10.13 意見書
2006.10.16 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

200

201

商標（見本）

商標

ｅ－フィルター

スパセラピスト

種別 出願番号

区分

エステセラピスト

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.25 意見書
2006.11.14 拒絶査定
2006.12.18 手続補足書
2007.11.14 登録料納付
［登録］
2007.11.13 登録査定書
2007.11.14 設定納付書
2007.12.04 登録証

09,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 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)
2006.07.03 意見書
2006.07.04 手続補足書
2006.07.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.04 刊行物等提出書
2006.08.31 認定･付加情報
2006.09.05 刊行物等提出による通知書
2006.09.06 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.11.07 拒絶査定

通常:
2006-016627
標準

分割 2006-017420

分割 2006-017421

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】ろ過機

09,41

202

指定商品・役務

07
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 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)
2006.07.03 意見書
2006.07.04 手続補足書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶査定

2008/8/12
48／54
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No.

203

204

205

商標（見本）

商標

保湿浴

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【11】シャワー室ユニット，浴室ユニット，家庭用サウナ室ユニット，乾燥装置，家庭用の電 【中間記録情報】
気式浴室用蒸気発生器，温水式浴室暖房乾燥器，温霧発生装置付き温水式浴室暖房乾 ［審査］
2006.03.01 願書
燥器，家庭用電気式浴室暖房乾燥器，温霧発生装置付き家庭用電気式浴室暖房乾燥
器，加湿器，浴室水栓より供給される湯を霧状化して浴室内をサウナ風呂にする装置，浴 2006.03.01 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
室水栓より供給される湯を霧状化して浴室内を加湿するシャワー器具，シャワー器具
条1項11号を除く))
2006.10.23 意見書
2006.10.23 認定･付加情報
2006.11.27 拒絶査定
2006.12.04 手続補正書
2007.11.16 登録料納付
［登録］
2007.11.15 登録査定書
2007.11.16 設定納付書
2007.12.11 登録証

11

【11】取っ手付きの便器

09,37

【09】ガソリン計量機，その他の測定機械器具，ガソリンステーション用装置，電気通信機 【中間記録情報】
械器具，電子応用機械器具及びその部品，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器， ［審査］
理化学機械器具，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， 2006.03.02 願書
電気ブザー，磁心，抵抗線，電極
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【37】管工事，土木一式工事，機械器具設置工事，その他の建設工事，ガソリンステーショ 2006.11.06 手続補正書
ン用装置の修理又は保守，建築工事に関する助言，火災報知機の修理又は保守，電子応 2006.11.06 意見書
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 2006.11.24 拒絶査定
又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は 2007.03.05 手続補正書(方式)
2007.03.05 手続補足書
保守，測定機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，貯蔵槽類の修理
2008.02.07 登録料納付
又は保守，貯蔵槽類の清掃
［登録］
2008.01.04 登録査定書
2008.02.07 設定納付書
2008.03.11 登録証

通常:
2006-018028
標準

取っ手も付いてる便器＼とって
通常 2006-018478
もツイてるトイレ

Ｋｅｅｐ Ｅｃｏｌｏｇｙ，Ｓａｖｅ Ｅｎｅｒ
通常 2006-018541
ｇｙ

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

中間記録

11
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.02 手続補足書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.02 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.07 手続補正書
2006.11.07 認定･付加情報
2006.11.07 認定･付加情報
2006.11.07 意見書
2006.11.24 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

206

モバイル辞典

通常:
2006-019506
標準

07

207

高速手洗い洗車機

通常:
2006-020974
標準

07

208

レール式シャワー洗車機

指定商品・役務
【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾ
ン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレ
コーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付け
チェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救
命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガ
ス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三
角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動
式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレー
ター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配
電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及び
ケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子計
算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード等の記録媒体その他の
電子応用機械器具及びその部品，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコン
ピュータプログラム，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライ
ター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用
テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子
回路及びＣＤ－ＲＯＭ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム，スロットマシン，ウエ
イトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュ
レーター，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる音楽，レコード，メトロノー
ム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映
写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，コンピュータネットワークを通じて
ダウンロードされる映像，ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電
【07】乗物用洗浄機，門型洗車機，スプレー洗車機，自動車のエンジンオイル交換機，自動
車エンジン用燃料供給装置，自動車用車内清掃装置，洗車機械（洗車機械用布製回転ブ
ラシ，その他の洗車機械用回転ブラシ，洗車機械用布製回転ブラシの布製部分を含む），
電気掃除機

通常:
2006-020975
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］
2006.03.06 願書
2006.10.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.02 意見書
2006.11.02 手続補足書
2006.11.09 拒絶査定
2006.12.04 認定･付加情報
2008.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.09.29 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 手続補正書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.17 意見書
2006.11.17 拒絶査定

【07】乗物用洗浄機，門型洗車機，スプレー洗車機，自動車のエンジンオイル交換機，自動 【中間記録情報】
車エンジン用燃料供給装置，自動車用車内清掃装置，洗車機械（洗車機械用布製回転ブ ［審査］
2006.03.09 願書
ラシ，その他の洗車機械用回転ブラシ，洗車機械用布製回転ブラシの布製部分を含む），
2006.03.09 認定･付加情報
電気掃除機
2006.09.29 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 手続補正書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.17 意見書
2006.11.17 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

209

210

211

商標（見本）

商標

ＴＥＳＳＥＲＡ

ＩＭＡＲＩ

マイグレーションサービス

種別 出願番号

区分

けっこういいタビ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.10.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 意見書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶査定
2007.03.29 手続補正書(方式)
2008.06.19 登録料納付
［登録］
2008.05.21 登録査定書
2008.06.19 設定納付書
2008.07.08 登録証

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］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 意見書
2006.11.24 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，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用
【10】医療用機械器具
【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.14 手続補正書
2006.11.14 意見書
2006.11.24 拒絶査定
2006.12.19 出願人名義変更届
2006.12.20 手続補足書
2007.01.18 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人変更届
2007.04.27 手続補正書(方式)
2008.05.30 代理人変更届

通常:
2006-021154
標準

通常:
2006-023190
標準

通常:
2006-023572
標準

通常 2006-023776

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

中間記録

【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴ
ム製の建築用又は構築用の専用材料

10,25
212

指定商品・役務

19
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 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)
2006.11.17 拒絶査定

2008/8/12
51／54

３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

213

214

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【12】前開きのベビーカー用雨よけ，前開きのベビーカー用雨具

11

【11】あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ

Ａｌｌｏｖｅｒ＼Ｆｒｏｎｔ－ｏｐｅｎ Ｒａｉｎ
通常 2006-023780
Ｃｏｖｅｒ

アロマカイロ

通常:
2006-023898
標準
09,28

215

ｎａｎｏｃｈａｎｎｅｌ

通常:
2006-024842
標準

05,10

216

ＹＯＵ ＣＡＮ ＣＯＵＮＴ ＯＮ Ｕ 優先:
2006-024921
Ｓ
標準

09,37

217

指定商品・役務

12

§ＦＵＥＬ ＣＥＬＬ＼ＪＡＰＡＮ

通常 2006-028007

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.16 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 手続補正書
2006.10.25 意見書
2006.11.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.02 意見書
2006.11.27 拒絶査定
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2006.03.20 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
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16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
2006.09.11 意見書
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 2006.11.28 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
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
【05】機械可読の識別コードをはめ込んだ外科用包帯，医療用油紙，衛生マスク，オブラー 【中間記録情報】
ト，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パン ［審査］
ティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド
2006.03.20 願書
【10】機械可読の識別コードをはめ込んだ医療用スポンジ・医療用タオル・外科用機器，医 2006.04.26 優先権証明書提出書
2006.05.26 認定･付加情報
療用機械器具
2006.05.26 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 期間延長請求書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
【09】燃料電池，燃料電池設備用コンピュータソフトウェア並びにそれらのスペア部品，燃料 【中間記録情報】
電池設備用コンピュータハードウェア並びにそれらのスペア部品，発電設備用コンピュータ ［審査］
2006.03.29 願書
ソフトウェア並びにそれらのスペア部品，発電設備用コンピュータハードウェア並びにそれ
らのスペア部品
2006.03.30 認定･付加情報
【37】燃料電池の設置工事，燃料電池の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，配
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，燃料電池設備の運転，燃料電池設備の修 第4条1項11号)
2006.11.07 手続補正書
理又は保守，発電設備の運転，発電設備の修理又は保守，燃料電池設備及びそれに付
2006.11.07 認定･付加情報
随する電気設備の設置工事，発電設備及びそれに付随する電気設備の設置工事
2006.11.07 認定･付加情報
2006.11.07 意見書
2006.11.17 拒絶査定
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2008/8/12
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３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

218

219

220

商標（見本）

商標

ラベルディスペンサー

乙女的恋革命 ラブレボ！！

精神科学

種別 出願番号

区分

物質科学

09,16

【09】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， 【中間記録情報】
電子出版物
［審査］
2006.03.31 願書
【16】印刷物，書籍
2006.04.19 認定･付加情報
2006.05.15 上申書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.08.22 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.25 意見書
2006.10.19 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定

09,28

【09】業務用テレビゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，電気通信機械器具，電
子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レ
コード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，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
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，
人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲー
ム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊
戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【09】業務用テレビゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，電気通信機械器具，電
子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レ
コード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，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
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，
人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲー
ム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊
戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具

通常:
2006-028442
標準

分割 2006-029164

通常:
2006-029994
標準

通常:
2006-029995
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】ラベル貼着機，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，印刷用又は製本用の機械 【中間記録情報】
器具，包装用機械器具，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
［審査］
2006.03.30 願書
【16】ラベル貼着機，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付
2006.04.11 認定･付加情報
け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，
チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，転輪謄写機，紙類， 2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
文房具類，印刷物
2006.11.29 拒絶査定

09,28

221

指定商品・役務

07,16
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.08.15 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 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.08.15 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 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定

2008/8/12
53／54

３条拒絶（機械）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,10,21,44

222

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｃａｒｅ＼コ
ミュニケーションケア

通常 2006-033137

09,35,36

223

ＮＩＣＥＯＮＥ＼ナイスワン

通常 2006-034292

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

指定商品・役務

中間記録

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.04.12 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，植物
性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食品香料，薫料，研磨 2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
項16号)
2006.10.27 意見書
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓 2006.11.17 拒絶査定
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【21】口腔用舌苔除去具，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいば
おけ，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラ
シ，家事用手袋，ガラス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。），陶磁製包装
用容器，ガラス製栓，ガラス製ふた，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），
ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除
く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー
豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り
分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモ
ン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用
【09】耳栓，検卵器，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2006.04.13 願書
2006.09.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
2006.09.26 手続補正書
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
2006.09.26 意見書
具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具
及びその部品，磁心，抵抗線，電極，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，眼鏡，レ 2006.11.08 拒絶査定
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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.05.31 職権訂正履歴(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)
2006.08.30 意見書
2006.10.06 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定
2007.04.17 手続補正書
2007.04.18 手続補正書
2007.04.18 手続補足書
2007.04.19 手続補足書
2007.10.17 登録料納付
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.15 登録査定書
2007.10.17 設定納付書
2007.11.13 登録証

03,11,21,28

【03】化粧品，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用
柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，
洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ
毛
【11】ヘアードライヤーその他の家庭用電熱用品，美容院用の機械器具（いすを除く。），家
庭用痩身用機械器具，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
【21】電気式歯ブラシ，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラ
シ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリー
ナー，シューツリー，コッフェル，ブラシ用豚毛
【28】運動用具，スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛
玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダ
【09】映画機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，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，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，写真複写機

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.09.28 伺い書
2006.10.06 伺い回答書
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.08 手続補正書
2006.11.08 意見書
2006.11.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.21 拒絶査定

ポケットカード＼Ｐｏｃｋｅｔ Ｃａｒｄ 分割 2006-045681

§えーっ＼ウソ＼便利！！

写真俳句

通常 2006-047816

分割:
2006-052260
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

09

226

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 手続補正書
2006.09.22 意見書
2006.09.22 手続補足書
2006.09.22 手続補足書
2006.10.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.02 認定･付加情報
2006.10.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.10 拒絶査定
2008.02.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

