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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,16,35,36,38,41,4 【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相 【中間記録情報】
機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械 ［審査］
2,43,44,45

1

Ｗｅｂドメインマーケティング

通常 2003-093022

11,44

2

形状記憶デジパーマ

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，録音済
みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード，メトロノー
ム，電子計算機用マウスパッド，電子計算機用マウス，コンピュータ用プログラムを記憶さ
せた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，コンピューター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，その他の電子応用機械器具及びその部品，オゾ
ン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機用の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・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気テープ，
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，映写フイルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウ
ント，雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報を記録させた磁気ディスク・
光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気テープ，その他の録画済
みビデオディスク及びビデオテープ，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる電
子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登
録機，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，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，潜水用機
【11】美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。）
【44】美容、理容

通常 2004-045377

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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2003.10.09 願書
2003.12.08 認定･付加情報
2005.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.02.14 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.03.25 手続補正書
2005.03.25 意見書
2005.05.20 手続補正指令書(中間書類)
2005.06.02 代理人受任届
2005.07.07 認定･付加情報
2005.07.07 認定･付加情報
2005.11.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2004.04.28 願書
2004.06.25 手続補正指令書(出願)
2004.11.26 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))
2004.12.15 手続補正書
2004.12.15 意見書
2004.12.15 代理人受任届
2004.12.21 認定･付加情報
2004.12.21 認定･付加情報
2004.12.21 認定･付加情報
2005.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.03.02 刊行物等提出書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.04.08 刊行物等提出による通知書
2005.04.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.06.03 協議命令書
2005.06.03 拒絶理由通知書(その他+第8条1項+第4
条1項11号)
2005.07.12 意見書
2005.07.12 認定･付加情報
2005.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.31 くじ実施通知書
2006.09.29 くじ実施結果の調書
2006.12.28 拒絶査定
2007.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.18 刊行物等提出書
2008.01.23 意見書
2008.01.23 手続補足書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,36

3

ＭａｒｋｅｔＭａｋｅｒ

通常 2004-076181

06,08

4

ローウエッジクランプ

通常:
2004-088736
標準

09,16

5

ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＬＡＮＧＵＡＧＥ
＼ユニバーサル ランゲージ

通常 2004-088869

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

指定商品・役務

中間記録

【09】金融・投資・年金及び保険に関するコンピュータプログラム並びにコンピュータソフト
【中間記録情報】
ウェア，その他のコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア
［審査］
【35】コンピュータによる金融情報の保管・検索
2004.08.18 願書
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金 2005.02.16 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.02.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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， 号)
2005.05.16 期間延長請求書
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 2005.06.14 上申書
2005.08.11 上申書
に関する業務，割賦購入あっせん，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 2005.10.06 上申書
引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証 2006.12.14 拒絶査定
券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション
取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及
び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券
の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市
場における先物取引の受託，金融等デリバティブ取引，金融等デリバティブ取引の媒介・
取次ぎ又は代理，株式取引に関する金融サービス，株式の売買取引の委託の媒介・取次
ぎ，株式デリバティブの信用取引に関する金融サービス，差額決済契約（コントラクト・
フォー・ディファレンス）に関する金融サービス，金融に関する情報の提供，金融デリバティ
【06】金属製金具，金属製クランプ
【中間記録情報】
［審査］
【08】手動工具
2004.09.28 願書
2004.09.28 認定･付加情報
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.10 意見書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 上申書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.12.05 拒絶査定
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
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【中間記録情報】
［審査］
2004.09.28 願書
2005.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.06.13 意見書
2005.06.14 手続補足書
2005.07.13 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶査定
2007.01.24 手続補足書
2007.02.20 手続補正書
2007.04.25 手続補正書
2007.11.09 登録料納付
2008.02.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.29 登録査定書
2007.11.09 設定納付書
2007.12.04 登録証

2008/9/8
4／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

6

7

商標

ＪＡ ＣＯＡＴＩＮＧ

Ｃｅｌｌ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

01,05,06,40,42

区分

【01】工業用化学品，科学用化学剤（医療用及び獣医科用のものを除く。），焼戻し剤，はん
だ付け用融剤
【05】動脈の再狭窄又は血管障害の治療及び予防のための薬剤，放出制御ドラッグデリバ
リーフォーミュレーション用薬剤，ポリマーベースのドラッグデリバリーフォーミュレーション
用薬剤
【06】鉄及び鋼（表面がコーティング加工されたものを含む。），非鉄金属及びその合金（表
面がコーティング加工されたものを含む。）
【40】金属の表面へのコーティング加工・処理
【42】表面コーティング技術の分野に関する試験・研究及び開発

【中間記録情報】
［審査］
2004.10.19 願書
2004.12.24 優先権証明書提出書
2005.02.04 認定･付加情報
2005.10.18 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))
2006.01.18 期間延長請求書
2006.02.20 手続補正書
2006.02.20 意見書
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.12 拒絶査定
2007.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,28

【09】マイクロプロセッサ，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，コンピュータ用プリンター，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，ＤＶＤ
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］
2005.02.18 願書
2005.02.18 認定･付加情報
2005.08.19 優先権証明請求書
2005.08.26 優先権証明請求書
2005.09.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.10.21 優先権証明請求書
2005.10.25 上申書
2005.10.27 認定･付加情報
2005.11.01 拒絶理由通知書(その他+第8条1項+第4
条1項11号)
2005.12.09 上申書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.01.06 上申書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.02.08 上申書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.28 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2006.04.07 上申書
2006.04.10 認定･付加情報

優先:
2004-095776
標準

通常:
2005-013395
標準

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

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,35,38,39,41,42,4 【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
3,44,45

8

シャベルモバイル

通常:
2005-015421
標準

09,25,28,41

9

タイガーマスク烈伝

通常 2005-024624

12,28

10

Ｒ－ＣＬＡＳＳ

通常:
2005-035968
標準

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

記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，消
防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マ
スク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲーム
おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイト
ベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュ
レーター，レコード，その他の録音済み記録媒体，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，
スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ及
びその他の記録媒体，ダウンロード可能な教育又は学習のために用いる音楽又は音声，
ダウンロード可能な携帯電話の着信音用の音楽又は音声，ダウンロード可能な演芸又は
演劇を内容とする音楽又は音声，その他のダウンロード可能な音楽又は音声，ダウンロー
ド可能な教育又は学習のために用いる静止画又は動画，ダウンロード可能な演芸又は演
劇を内容とする静止画又は動画，その他のダウンロード可能な静止画又は動画，教育教
材又は学習教材を内容とする電子出版物，演芸又は演劇を内容とする電子出版物，その
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，スライドフィ
ルム，スライドフィルム用マウント
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，
【12】自動車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），
陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗難警報器，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電
動機（その部品を除く。）
【28】乗物のミニチュアモデル（二輪自動車のミニチュアモデルを除く。），自動車おもちゃ，
ラジオコントロール式乗物おもちゃ（ラジオコントロール式二輪自動車のおもちゃを除く。），
乗物模型おもちゃ（二輪自動車の模型おもちゃを除く。），その他の乗物おもちゃ（二輪自動
車のおもちゃを除く。），その他のおもちゃ
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2005.02.23 願書
2005.07.29 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))
2005.12.02 手続補正書
2005.12.02 意見書
2005.12.05 手続補足書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.11.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.22 願書
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.10.26 手続補正書
2005.10.26 意見書
2006.01.06 物件提出命令書(審査部)
2006.02.14 上申書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.12.22 拒絶査定
2007.03.23 手続補正書

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.21 願書
2005.04.21 認定･付加情報
2006.04.06 代理人辞任届
2006.06.16 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.27 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

11

12

13

商標（見本）

商標

デュアルビュー＼Ｄｕａｌ Ｖｉｅｗ

Ｍｕｌｔｉ―Ｗｏｒｋｓｈｏｐ Ｍｏｎｉｔｏｒ

Ｂｅａｍ Ａｌｉｇｎｅｒ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
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，家庭用テレビゲームおも ［審査］
2005.04.25 願書
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
2005.06.03 認定･付加情報
ＯＭ
2005.09.08 伺い書
2005.09.16 伺い回答書
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.31 意見書
2005.10.31 手続補足書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.04.06 上申書
2006.04.06 手続補足書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶査定
2007.03.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.20 手続補正書(方式)
2007.03.20 手続補正書(方式)
2007.03.20 手続補足書
2007.12.20 登録料納付
［登録］
2007.12.03 登録査定書
2007.12.20 設定納付書
2008.01.15 登録証
2008.01.18 登録証(再発行)
2008.01.25 登録証(再発行)

09

【09】音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置

07

【07】液晶表示素子の配向膜にイオンビームを照射し、その原子構造を所望の方向に配列 【中間記録情報】
［審査］
させる装置
2005.06.16 願書
2005.07.19 優先権証明請求書
2006.01.05 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.01.27 手続補正書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.25 手続補正書
2006.06.02 手続補正書(方式)
2006.06.02 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.15 補正の却下の決定
2006.06.16 手続補正書
2006.06.16 意見書
2006.06.16 認定･付加情報
2006.09.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.07 拒絶査定

分割 2005-036986

通常:
2005-054146
標準

通常:
2005-054354
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］
2005.06.16 願書
2005.06.23 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.15 意見書
2006.12.01 拒絶査定

2008/9/8
7／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

14

15

16

商標（見本）

商標

ｉＡｌｉｇｎｅｒ

ＫＩＭＩＴＳＵ

美肌細胞スチーマー

種別 出願番号

区分

ファイナンシャルプランナーが
作った家計簿

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，レコード，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

07,09,10,11

【07】家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯機，家庭用電気 【中間記録情報】
掃除機，電気ミキサー
［審査］
【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，家庭用電気式ヘアアイロン，電気ブザー
2005.06.23 願書
【10】マッサージ器，家庭用電気マッサージ器
2005.12.27 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
【11】業務用ヘアドライヤー，業務用電気式ヘアアイロン，業務用電気式超音波美顔器，そ 項)
の他の美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），家庭用ヘアドライヤー，家庭用 2006.01.06 手続補正書
2006.01.10 手続補正書
電気式超音波美顔器，家庭用電気式足浴器，その他の家庭用電熱用品類
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 拒絶査定
【09】電子出版物，電子計算機用プログラム
【中間記録情報】
［審査］
【16】印刷物，出版物，書籍
2005.07.06 願書
2005.07.06 認定･付加情報
2006.09.01 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))
2006.12.22 拒絶査定

通常:
2005-054356
標準

通常:
2005-056862
標準

通常:
2005-057022
標準

通常:
2005-061631
標準

07,37

18

ＨＩＳＨＩＮＵＭＡ＼ＤＩＥ ＣＡＳＴＩＮ
通常 2005-066354
Ｇ ＭＡＣＨＩＮＥ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】液晶表示素子の配向膜にイオンビームを照射し、その原子構造を所望の方向に配列 【中間記録情報】
［審査］
させる装置
2005.06.16 願書
2005.07.19 優先権証明請求書
2006.01.05 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.01.27 手続補正書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.25 手続補正書
2006.05.25 意見書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.09.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.07 拒絶査定

09,16
17

指定商品・役務

07

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2005.06.23 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.01.13 手続補正書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.02 意見書
2006.12.01 拒絶査定
2007.09.28 登録料納付
［登録］
2007.09.26 登録査定書
2007.09.28 設定納付書
2007.10.23 登録証

【07】金属加工機械器具，金属二次製品製造機械器具，ダイカストマシン，鋳造機，荷役機 【中間記録情報】
械器具
［審査］
【37】金属加工機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，ダイカストマシ 2005.07.06 願書
ンの修理又は保守
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 意見書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
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2008/9/8
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

19

20

21

商標（見本）

商標

Ｕ２

フェローデッキエコ

フェローデッキプロト

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【07】金属加工機械器具，金属二次製品製造機械器具，ダイカストマシン，鋳造機

06

【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，金属製セメント製品製造 ［審査］
2005.08.12 願書
用型枠，金属製金具
2005.08.12 認定･付加情報
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.30 意見書
2006.03.30 手続補足書
2006.04.05 認定･付加情報
2006.04.28 認定･付加情報
2006.11.30 伺い書
2006.12.05 拒絶査定
2006.12.08 伺い回答書
2007.01.19 手続補正書(方式)
2007.01.19 手続補足書
2007.03.07 上申書
2007.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.01 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.11.28 登録料納付
［登録］
2007.11.13 登録査定書
2007.11.28 設定納付書
2007.12.18 登録証

06

【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，金属製セメント製品製造 ［審査］
2005.08.12 願書
用型枠，金属製金具
2005.08.12 認定･付加情報
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.30 意見書
2006.03.30 手続補足書
2006.04.03 認定･付加情報
2006.04.28 認定･付加情報
2006.11.30 伺い書
2006.12.05 拒絶査定
2006.12.08 伺い回答書
2007.01.19 手続補正書(方式)
2007.01.19 手続補足書
2007.03.07 上申書
2007.11.28 登録料納付
［登録］
2007.11.13 登録査定書
2007.11.28 設定納付書
2007.12.18 登録証

通常:
2005-066356
標準

通常:
2005-075859
標準

通常:
2005-075860
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］
2005.07.06 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 意見書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
9／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

22

23

24

商標（見本）

商標

フェローデッキ エコタイプ

フェローデッキ プロトタイプ

ヒズミレス

種別 出願番号

区分

06

【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，金属製セメント製品製造 ［審査］
用型枠，金属製金具
2005.08.12 願書
2005.08.12 認定･付加情報
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.30 意見書
2006.03.30 手続補足書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.04.28 認定･付加情報
2006.11.30 伺い書
2006.12.05 拒絶査定
2006.12.08 伺い回答書
2007.01.19 手続補正書(方式)
2007.01.19 手続補足書
2007.03.07 上申書
2007.11.28 登録料納付
［登録］
2007.11.13 登録査定書
2007.11.28 設定納付書
2007.12.18 登録証

06

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材 【中間記録情報】
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト ［審査］
2005.08.17 願書
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.03.23 代理人選任届
2006.04.10 意見書
式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽
類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金 2006.04.10 手続補足書
2006.05.12 認定･付加情報
属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，
犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯 2006.12.25 拒絶査定
2007.04.04 手続補正書(方式)
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 2007.04.05 手続補足書
2008.02.20 登録料納付
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，
［登録］
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
2008.02.12 登録査定書
2008.02.20 設定納付書
2008.03.11 登録証

通常:
2005-075862
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】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，金属製セメント製品製造 ［審査］
2005.08.12 願書
用型枠，金属製金具
2005.08.12 認定･付加情報
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.30 意見書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 手続補足書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.11.30 伺い書
2006.12.05 拒絶査定
2006.12.08 伺い回答書
2007.01.19 手続補正書(方式)
2007.01.19 手続補足書
2007.03.07 上申書
2007.11.28 登録料納付
［登録］
2007.11.13 登録査定書
2007.11.28 設定納付書
2007.12.18 登録証

通常:
2005-075861
標準

通常 2005-076823

指定商品・役務

06

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

2008/9/8
10／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

25

26

27

28

商標（見本）

商標

ＦＵＬＬ ＲＡＮＧＥ ＦＯＣＵＳ

種別 出願番号

区分

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，視聴制限を課すことが可能な録画済みＤＶＤ，その 【中間記録情報】
［審査］
他の録画済みＤＶＤ
2005.09.12 願書
2005.09.12 認定･付加情報
2006.03.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.09 意見書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.11 手続補足書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶査定

06,11

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建具，金属製金具，金属製建造物組
立てセット，金属製のネームプレート及び標札，金属製郵便受け，金属製立て看板
【11】電球類及び照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.16 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.16 上申書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.11.30 手続補正書
2006.11.30 代理人受任届
2006.11.30 意見書
2006.12.01 認定･付加情報
2006.12.01 認定･付加情報
2006.12.01 認定･付加情報
2006.12.19 拒絶査定
2007.04.09 手続補正書(方式)
2007.04.09 代理人受任届
2007.04.09 手続補足書
2007.04.19 手続補正書
2007.04.19 上申書
2007.09.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.13 登録料納付
［登録］
2008.03.05 登録査定書
2008.03.13 設定納付書
2008.04.08 登録証

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.06.07 意見書
2006.06.07 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

通常:
2005-083312
標準

通常:
2005-087319
標準

ラバーブラック＼Ｒｕｂｂｅｒ Ｂｌａｃ
通常 2005-092995
ｋ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

§ケータイＤＶＤ＼ＭＯＢＩＬＥＰＨ
通常 2005-085142
ＯＮＥ ＤＶＤ

スリットライン

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.24 意見書
2006.04.24 手続補足書
2006.05.12 上申書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶査定

2008/9/8
11／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

29

30

商標（見本）

商標

さんかくデッキ

マイクロＨＬ

種別 出願番号

区分

32

33

Ｍｕｌｔｉ―Ｓｃｒｅｅｎ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｒ

12

【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く），軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング（陸上の 【中間記録情報】
乗物用の機械要素），トランスミッション，歯車，差動装置，その他の動力伝導装置（陸上の ［審査］
2005.10.11 願書
乗物用の機械要素）
2006.05.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.04 手続補正書
2006.07.04 意見書
2006.12.05 拒絶査定
2007.02.22 手続補正書(方式)
2007.02.23 手続補足書
2008.01.09 登録料納付
［登録］
2007.12.26 登録査定書
2008.01.09 設定納付書
2008.01.29 登録証
【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】
【42】電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供
［審査］
2005.10.18 願書
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.28 拒絶査定

通常:
2005-094531
標準

通常:
2005-094733
標準

通常:
2005-097271
標準

【05】人工肛門器具用消臭剤・殺菌剤・潤滑剤，創傷治療用薬剤，その他の薬剤，創傷被
覆材，外傷用ドレッシング，医療用油紙，衛生マスク，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，脱脂
綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，失禁用おしめ
【10】人工肛門用袋，人工肛門用器具，傷のドレナージ用機械器具，創傷保護用パッド，医
療用ひざあて，医療用ひじあて，医療用かかとあて，その他の医療用の補助器具及び矯正
器具，失禁用カテーテル，尿失禁治療器具，足に取り付ける排尿用袋，人工肛門又は人工
膀胱用の補助器具及び矯正器具，母乳排搾用胸部ポンプ，その他の医療用機械器具，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。），医療用手袋，病人用便器，耳かき，フットプリンター

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2006.05.08 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))
2006.08.08 手続補正書
2006.08.08 手続補足書
2006.08.08 意見書
2006.09.05 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定
2007.01.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

12

【12】陸上の乗物用燃料タンクキャップ，鉄道車両並びにその部品及び付属品，自動車並
びにその部品及び付属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.19 意見書
2006.06.20 手続補足書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.07.20 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
2007.08.06 手続補正書(方式)
2007.08.08 手続補足書
2007.08.09 手続補正書(方式)
2007.08.13 手続補正書(方式)
2008.06.10 登録料納付
［登録］
2008.05.19 登録査定書
2008.06.10 設定納付書
2008.07.01 登録証

通常:
2005-097763
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2006.09.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.20 拒絶査定

05,10

Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ ｔｏ Ｄｅｔａｉｌ．Ａｔｔｅｎｔｉ
ｏｎ ｔｏ Ｌｉｆｅ．＼細やかな心配 通常 2005-097367
りと優しい生活をあなたへ

ＩＮＳＴＡＮＴ ＦＩＬＬ

中間記録

【19】陶磁製タイル，その他の陶磁製専用材料・れんが及び耐火物

09,42
31

指定商品・役務

19
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

34

35

36

37

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】化学反応装置

09

【09】指紋認証機能付ＵＳＢフラッシュメモリ，指紋認証機能付外付ハードディスクドライブ， 【中間記録情報】
［審査］
指紋認証機能付コンピュータ用外部記憶装置，指紋認証装置
2005.10.24 願書
2005.10.25 手続補足書
2005.11.29 認定･付加情報
2005.11.29 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.01 手続補正書
2006.08.01 代理人受任届
2006.08.01 意見書
2006.08.02 物件提出書
2006.08.11 認定･付加情報
2006.08.11 認定･付加情報
2006.08.11 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶査定

09

【09】救命用具，眼鏡

09

【09】自動販売機，救命用具，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光 【中間記録情報】
学機械器具，測定機械器具，電池，電気アイロン，電気通信機械器具，電子応用機械器具 ［審査］
及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用の 2005.10.26 願書
プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエットスーツ，浮袋， 2005.10.26 認定･付加情報
2006.03.29 出願人名義変更届(一般承継)
水泳用浮き板，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子
回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済 2006.05.02 手続補正書
2006.05.12 認定･付加情報
みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.03 意見書
2006.07.03 認定･付加情報
2006.12.05 拒絶査定

μ Ｒｅａｃｔｏｒ＼ミューリアクター 通常 2005-098321

ＦｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔＡｃｃｅｓｓ＼フィン
ガープリントアクセス

ＦＩＮＥＢＬＵＥ

エマージェンシーボタン

通常 2005-099509

通常:
2005-100425
標準

通常:
2005-100488
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］
2005.10.20 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 手続補正書
2006.07.14 手続補足書
2006.07.14 手続補足書
2006.07.14 意見書
2006.08.14 認定･付加情報
2006.12.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.26 意見書
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

38

39

40

商標（見本）

商標

ＮｅｔＳｃｒａｍｂｌｅｒ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 意見書
2006.08.25 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.07 手続補正書
2006.09.08 認定･付加情報
2006.09.08 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定
2007.03.29 手続補正書(方式)
2007.03.29 手続補正書(方式)
2007.03.29 手続補正書
2007.03.29 手続補足書
2008.01.10 代理人辞任届
2008.04.10 登録料納付
［登録］
2008.03.18 登録査定書
2008.04.10 設定納付書
2008.05.02 登録証

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
計算機用プログラム並びに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（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－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－プ，電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2006.03.20 出願人名義変更届
2006.03.20 手続補足書
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 代理人受任届
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 手続補正書
2006.05.02 手続補正書
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.12 通知書(再提出通知)
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.12 意見書
2006.07.13 手続補足書
2006.08.11 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定

09

【09】テレビジョン受信機，携帯電話機，マイク付きヘッドホン，マイクロホン，電池用充電
器，携帯情報端末装置，ビデオカメラ，電話機，デジタルビデオレコーダー，ＭＰ３形式の音
楽再生用プレーヤー，スピーカー，コンパクトディスクプレーヤー，その他の電気通信機械
器具，充電式電池，その他の電池，電子計算機，コンピュータ用プリンター，コンピュータ用
モニター，半導体，その他の電子応用機械器具及びその部品，光ケーブル，その他の電線
及びケーブル，グローバルコンピュータネットワークを介してダウンロード可能な着信用音
声・画像・音楽

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.17 手続補正書
2006.08.17 手続補足書
2006.08.17 意見書
2006.09.14 認定･付加情報
2006.12.13 拒絶査定

通常:
2005-100648
標準

通常:
2005-101590
標準

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

中間記録

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

ナレッジセーフ＼ＫＮＯＷＬＥＤＧ
通常 2005-101486
ＥＳＡＦＥ

ＭＡＧＩＣ ＣＬＥＡＲ

指定商品・役務

09
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09

41

ＭＯＤＩＦＩＥＤ ＳＥＲＩＥＳ ＡＲＣ

通常:
2005-101735
標準

09,35,42

42

Ｄａｔａ Ｃａｒｒｉｅｒ

通常:
2005-102495
標準

09,41

43

ムービーカラオケ

通常:
2005-102660
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】電気溶接装置

中間記録

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.18 期間延長請求書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.09.22 意見書
2006.09.22 手続補足書
2006.09.28 認定･付加情報
2006.10.20 認定･付加情報
2006.12.05 拒絶査定
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2005.11.01 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
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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
条1項11号を除く))
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
2006.12.01 拒絶査定
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
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2005.11.01 願書
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2006.05.26 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
2006.07.04 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 2006.07.05 手続補足書
2006.08.03 認定･付加情報
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ 2006.12.15 拒絶査定
2007.03.26 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
2007.03.28 手続補足書
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，事故防護用手袋，防
じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロッ
トマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用
浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶さ
せた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム
用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ダウンロード可能な
音楽または音声，ダウンロード可能な画像（動画を含む），ダウンロード可能なカラオケ用
の画像・楽曲・歌詞，ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム，ダウンロード可
能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，携帯電話機により再生されるダウンロード
可能な音楽または音声
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
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44

45
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区分

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気通信機械器具，電子計算 【中間記録情報】
［審査］
機，電子応用機械器具及びその部品
2005.10.21 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.02 意見書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定
2008.06.23 登録料納付
［登録］
2008.06.02 登録査定書
2008.06.23 設定納付書
2008.07.22 登録証
【09】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 【中間記録情報】
含む。），コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，電子出版物
［審査］
2005.11.09 願書
【41】電子出版物の企画・編集・制作，電子出版物の提供，セミナーの企画・運営又は開
催，資格検定試験の実施及び資格の認定並びに資格の付与
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
【42】ダウンロード可能な電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及び助言，コン
2006.12.08 拒絶査定
ピュータプログラムの提供，コンピュータプログラムの貸与，コンピュータデータの回復，コ
ンピュータプログラムの複製，コンピュータプログラムの複製に関する情報の提供
【11】電球類及び照明用器具
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 意見書
2006.12.19 拒絶査定

通常:
2005-103857
標準

09,41,42
46

ＡｎｔｉＶｉｒｕｓ Ｇａｔｅｋｅｅｐｅｒ

通常:
2005-105204
標準
11

47

ハイパーアクリル

通常:
2005-105568
標準

09,41

48

聴きうた

通常:
2005-107290
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】発光式又は機械式の道路標識
【中間記録情報】
【37】道路標識設置工事及びその他の建設工事，道路標識の修理又は保守，建築工事に ［審査］
2005.11.01 願書
関する助言，建築設備の運転・点検・整備，土木機械器具の修理又は保守，土木機械器
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
具の貸与
項16号)
2006.07.04 意見書
2006.12.15 拒絶査定
2007.03.26 手続補正書(方式)
2007.03.27 手続補足書

レーンライティングシステム＼Ｌ
通常 2005-102669
ａｎｅ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ

Ｃ－ＬＯＧＧＥＲ

指定商品・役務

09,37

【09】業務用テレビゲーム機，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，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，メトロノーム，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ
【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，講演会・研修会又はセミナーの企画・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，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音楽・音声・映像・画像の提供及びこれらに関する情報の提供，イン
ターネット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演芸の上演及
びそれに関する情報の提供，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，映画の上
映・制作又は配給，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・
放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等
の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・
運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びス
ポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運
営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走
の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施
設の提供，通信回線を利用したゲームの提供，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
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.01.26 出願人名義変更届
2006.01.26 手続補足書
2006.01.26 手続補足書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.02.22 認定･付加情報
2006.02.23 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.29 手続補正書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.06.29 意見書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.28 拒絶査定

2008/9/8
16／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

49

50

51

52

53

54

55

商標（見本）

商標

ミルキーホワイト

ノッチブラウン

ダルブラウン

オフホワイト

フレンチオーカー

メロウグレー

クールギフト

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【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 2005.11.15 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 2005.11.15 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 2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料
2006.12.08 拒絶査定

19

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，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 2005.11.15 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 2005.11.15 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 2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料
2006.12.08 拒絶査定

19

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，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 2005.11.15 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 2005.11.15 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 2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料
2006.12.08 拒絶査定
2007.04.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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 2005.11.15 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 2005.11.15 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 2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料
2006.12.08 拒絶査定

19

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，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 2005.11.15 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 2005.11.15 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 2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料
2006.12.08 拒絶査定

19

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，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 2005.11.15 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 2005.11.15 認定･付加情報
専用材料，繊維製の落石防止網，セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物 2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
性基礎材料
2006.12.08 拒絶査定

11

【11】ラメ、金・銀粉、食紅等の装飾素材を添加したジェル状化学物質を充填した保冷剤

通常:
2005-107386
標準

通常:
2005-107387
標準

通常:
2005-107389
標準

通常:
2005-107390
標準

通常:
2005-107391
標準

通常:
2005-107393
標準

通常 2005-107533

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

中間記録

19
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.09.15 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))
2006.12.22 拒絶査定
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No.

56

57

商標（見本）

商標

ＧｌａｓｓＣｏｄｅ＼グラスコード

４ＧＸ－Ｈｉ－ＥＮＤ

種別 出願番号

区分

09

【09】電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の
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，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用
のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，録音済み磁気カード・磁気シート及び磁
気テープ，録音済みのコンパクトディスク，ＥＰレコード，ＬＰレコード，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ーＲＯＭ，電子出版物，オゾ
ン発生器，電解槽，ロケット，スロットマシン，回転変流機，調相機，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，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，スプリンクラー消火装置，消防艇，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
写フイルム，スライドフイルム，スライドフイルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビ
デオテープ，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭
登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算
機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステ
ム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，ウエイトベルト，
ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，レギュレーター，アーク溶接機，犬笛，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤーＲＯＭ，金属溶断機，検卵器，電
【09】測定機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.24 手続補正書(方式)
2005.11.28 手続補正書(方式)
2005.12.26 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.14 拒絶査定

【05】避妊剤，ゲル状・液状及びクリーム状の殺精子剤，衛生潤滑剤，殺菌剤，局所麻酔
剤，その他の麻酔剤
【10】コンドーム，その他の避妊用具，医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 期間延長請求書
2006.09.05 認定･付加情報
2006.10.04 意見書
2006.10.04 認定･付加情報
2006.10.05 手続補足書
2006.11.02 認定･付加情報
2006.12.20 拒絶査定

通常 2005-107663

通常:
2005-109172
標準

オーダーメイドインターフェース
＼ＯＲＤＥＲ ＭＡＤＥ ＩＮＴＥＲＦ 通常 2005-109383
ＡＣＥ
05,10

59

ＰＥＲＦＥＣＴ ＦＩＴ

通常:
2005-110292
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】眼鏡，眼鏡の部品，コンタクトレンズ，眼鏡・コンタクトレンズの付属品
【中間記録情報】
【44】視力の測定，視力の検査，眼鏡・コンタクトレンズの装用に関する指導，視力に関する ［審査］
2005.11.16 願書
相談・カウンセリング
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.19 意見書
2006.12.22 拒絶査定
2007.01.24 手続補足書
2007.02.21 手続補正書(方式)
2008.03.24 登録料納付
［登録］
2008.03.10 登録査定書
2008.03.24 設定納付書
2008.04.15 登録証

09
58

指定商品・役務

09,44
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.28 拒絶査定

2008/9/8
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No.

60

61

62

63

商標（見本）

商標

パーフェクトフィット

ＱＵＩＣＫ－ＬＩＮＫ

霊砂

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】避妊剤，ゲル状・液状及びクリーム状の殺精子剤，衛生潤滑剤，殺菌剤，局所麻酔
剤，その他の麻酔剤
【10】コンドーム，その他の避妊用具，医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.06.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 期間延長請求書
2006.09.05 認定･付加情報
2006.10.04 意見書
2006.10.04 認定･付加情報
2006.10.05 手続補足書
2006.11.02 認定･付加情報
2006.12.20 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］
2005.11.24 願書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.24 意見書
2006.07.24 代理人受任届
2006.07.24 手続補足書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.28 認定･付加情報
2006.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.22 拒絶査定
2006.12.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.26 手続補正書(方式)
2007.03.26 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
2008.01.08 登録証

19

【19】火葬の際に台車上に敷き詰めて用いられる砂

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.26 手続補正書
2006.07.26 意見書
2006.10.19 上申書
2006.10.23 手続補足書
2006.11.20 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶査定

09

【09】ＣＭＯＳイメージ・センサー，電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 意見書
2006.09.20 手続補足書
2006.10.19 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2005-110293
標準

通常:
2005-110315
標準

通常 2005-110848

Ｉｍａｇｅ ｂｅｙｏｎｄ Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ 通常 2005-113122

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

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

2008/9/8
19／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

64

65

66

67

商標（見本）

商標

ブイクリップ

ココハッチ

ＨＩ－ＬＡ

ＰＨＹＳＩＣ＼フィジック

種別 出願番号

区分

ｗａｔｅｒｌｏｏｐ

09

【09】火災避難用具，火災用避難はしご，火災用避難ハッチ，火災用避難ハッチカバー，救 【中間記録情報】
［審査］
命用具
2005.12.02 願書
2005.12.02 手続補足書
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))
2006.07.08 意見書
2006.12.22 拒絶査定

06

【06】金属製管継ぎ手，金属製フランジ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.25 意見書
2006.12.21 拒絶査定

09,10,42,44

【09】医療情報及び関連情報を管理・処理するためのアプリケーションプログラムを記録し
た電子記憶媒体，医療用診断、治療、保険点数処理のため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・磁気テープ・その他の記憶媒体、その他の電子応用
機械器具及びその部品，医療用画像情報及び医療用画像情報検索用のプログラムを記
憶させたＣＤ－ＲＯＭ・その他の記憶媒体並びに電子応用機械器具及びその部品，医療用
画像を生成、記録又は再生するソフトウェアを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ・その他の記憶媒体
【10】診断用機械器具
【42】電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，
デザインの考案，電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために
は高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹
介及び説明
【07】食料加工用又は飲料加工用の機械器具，業務用電気洗濯機，業務用食器洗浄機，
業務用食器洗い乾燥機，業務用電気式ワックス磨き機，業務用電気掃除機，家庭用食器
洗浄機，家庭用食器洗い乾燥機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯機，家
庭用電気掃除機，電気ミキサー
【11】ボイラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用冷蔵庫，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，太陽熱利用温水
器，浄水装置，業務用浄水装置，業務用電解水生成器，家庭用電熱用品類，家庭用暖冷
房装置，レンジフード，家庭用電気浄水器，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，洗浄機能付き便座
【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，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。），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］
2005.11.24 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)
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2005-113215
標準

通常:
2005-113318
標準

通常:
2005-114781
標準

通常 2005-115548

通常:
2005-116256
標準

09
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ＴＨＩＮＢＬＡＤＥ

通常:
2005-116942
標準

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

中間記録

【06】金属製金具，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，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

07,11

68

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 意見書
2006.08.03 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定
2007.04.02 手続補正書(方式)
2007.04.02 手続補足書
2008.03.07 登録料納付
［登録］
2008.03.03 登録査定書
2008.03.07 設定納付書
2008.03.31 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.05.31 代理人変更届
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.31 意見書
2006.12.26 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.12 拒絶査定
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No.

70

71

商標（見本）

商標

Ａｕｄｉｏ ４ Ｈｏｍｅ

Ａｕｄｉｏ ４ Ｐｒｏ

種別 出願番号

区分

Ｅｍｂｅｄｄｅｄｃｏｒｅ

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおも
【中間記録情報】
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ ［審査］
ＯＭ，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 2005.12.02 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
及びビデオテープ，電子出版物
号)
2006.08.14 上申書
2006.08.31 意見書
2006.10.05 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定
【09】金銭登録機，現金自動預金支払機，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.12.15 願書
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
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.08.04 意見書
2006.12.22 拒絶査定
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レ
コード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウン
ロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒
体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売
【09】二輪自動車盗難抑止用相互通信機械器具及びその他の電気通信機械器具，耳栓， 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.12.16 願書
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
2005.12.16 認定･付加情報
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 2006.07.10 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))
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 2006.08.21 意見書
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 2006.08.21 認定･付加情報
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 2006.12.25 拒絶査定
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，電子応用機械器具及びその部品，磁
心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，
防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ス
ロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水
泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィ
ルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
【11】コークス炉，加熱炉，乾留炉，発生炉
【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)
2006.07.06 意見書
2006.09.01 手続補正指令書(中間書類)
2006.12.08 手続却下の処分(補正指令)
2006.12.15 拒絶査定

通常 2005-117646

通常 2005-117647

通常:
2005-117756
標準

09,12
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ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＰＡＧＥＲ＼セキュ
通常 2005-118408
リティペイジャー

11

74

エコ炉蓋

通常:
2005-119224
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，家庭用テレビゲームおも
【中間記録情報】
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ ［審査］
ＯＭ，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 2005.12.02 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
及びビデオテープ，電子出版物
2006.08.14 上申書
2006.08.31 意見書
2006.10.05 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

09

72

指定商品・役務
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No.

75

76

77

78

79

商標（見本）

商標

スクエアブラウン

スクエアホワイト

ハニーゴールド

モダンキューブ

Ｐｌｕｓ（＋）Ｙｅｌｌｏｗ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構
築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又
は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，
建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガ
ラス，鉱物性基礎材料

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.08.18 手続補正書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.08.18 意見書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 意見書
2006.10.23 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

19

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構
築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又
は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，
建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガ
ラス，鉱物性基礎材料

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.08.18 手続補正書
2006.08.18 意見書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.08.18 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 意見書
2006.10.23 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

19

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，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 2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 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

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.20 意見書
2006.12.26 拒絶査定
2007.03.07 手続補正書(方式)
2007.12.11 登録料納付
［登録］
2007.12.11 登録査定書
2007.12.11 設定納付書
2008.01.15 登録通知書

11

【11】電球類及び照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(その他+第4条1項11号)
2006.07.27 手続補正書
2006.07.27 意見書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.07.27 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.25 意見書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

通常:
2005-119703
標準

通常:
2005-119704
標準

通常:
2005-119706
標準

通常:
2005-120277
標準

通常:
2005-120391
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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80

81

82

83

商標（見本）

商標

Ｐｌｕｓ（＋）Ｗｈｉｔｅ

エアーカッター

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(その他+第4条1項11号)
2006.07.27 手続補正書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.07.27 意見書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.25 意見書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

07

【07】製材用・木工用又は合板用の機械器具，廃棄物破砕装置，木材加工屑粉砕装置

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.07.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 意見書
2006.12.28 拒絶査定

09

【09】携帯電話機用保持具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.04.18 早期審査に関する事情説明書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.23 早期審査に関する報告書
2006.06.16 早期審査選定結果の通知書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

09

【09】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，自動販売機，両替機，業務用テレビ
ゲーム機，業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テー
プ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，乗物運転技能訓練用
シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，写真機械器具，映画機械器具，光学機械
器具，電池，電気通信機械器具，コンピュータ，パーソナルコンピュータ用ゲームプログラ
ムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，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，家庭用テレビゲームお
もちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・
磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，携帯用液晶画面ゲーム
おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，ス
【09】光学機械器具，測定機械器具，電子応用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.08 手続補正書
2006.09.08 意見書
2006.09.11 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.01.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.13 認定･付加情報
2006.01.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.28 手続補正書
2006.08.28 意見書
2006.10.03 認定･付加情報
2006.10.03 認定･付加情報
2006.10.13 補正の却下の決定
2006.12.15 拒絶査定

通常:
2005-120392
標準

通常:
2005-121284
標準

スマートホルスター＼ＳＭＡＲＴ
ＨＯＬＳＴＥＲ＼ｓｍａｒｔｈｏｌｓｔｅｒ＼ 通常 2005-121765
§ＳＭＡＲＴＨＯＬＳＴＥＲ

ＶＦ ＴＥＲＭＩＮＡＬ

通常:
2005-122314
標準

Ｒａｐｉｄ ３Ｄ＼ラピッドスリーディ 通常 2005-123063

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

中間記録

【11】電球類及び照明用器具

09

84

指定商品・役務

11
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

85

瞬時充電．ｃｏｍ＼ドットコム

87

88

89

帳票ブラウザ

ＱＲマップ

即日地図更新システム

Ｖ－ＰＩＣＴ

09

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 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)
2006.12.08 拒絶査定

09,10

【09】電子計算機，コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，その他の電子応用機 【中間記録情報】
械器具及びその部品
［審査］
2006.01.12 願書
【10】医療用機械器具
2006.02.01 優先権証明書提出書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.01 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.27 拒絶査定
2007.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【06】蓄光性塗料を用いて標識を表示した金属製避難誘導標識
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.08.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.28 拒絶査定

通常 2006-000102

通常:
2006-000438
標準

通常:
2006-000668
標準

通常:
2006-000669
標準

優先:
2006-001700
標準

06
90

ＳＴＯＣＫ ＬＩＧＨＴ＼ストックライ
通常 2006-002951
ト

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.01.05 手続補正書
2006.01.05 願書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.01.05 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)
2006.12.01 拒絶査定

09

86

指定商品・役務
【09】アーク溶接機，電気溶接装置，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイム
レコーダー，自動販売機，ガソリンステーション用装置，救命用具，消火器，消火栓，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，理化学機械器具，写真機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御
用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘア
カーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗
線，電極，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，眼鏡，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ，スロットマシン，浮袋，運動用保護ヘルメット，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶
【09】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算
機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステ
ム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，配電用又は制御
用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気ア
イロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びそ
の部品，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 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)
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 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)
2006.12.08 拒絶査定
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No.

91

92

93

94

商標（見本）

商標

ＭＹＣＡＲ

ハイパーガード

スマートダクト

アプローチＸ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

11

【11】空気清浄器及びその附属品，家庭用空気清浄器，業務用空気清浄器，自動車用空
気清浄器

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
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料

19

【19】エアコンの屋外配管用化粧カバー

06,19

【06】金属製手摺，鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金
属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブ
ル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用
ブース，金属製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当
たるものを除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，金属製航路標識（発光
式のものを除く。），金属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送
用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤーロープ，金網，金属製包装用容器，
金属製のネームプレート及び標札，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，金属製彫刻
【19】合成樹脂被覆金属管からなる手摺，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，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。），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

通常 2006-003310

通常:
2006-003769
標準

通常:
2006-004402
標準

通常:
2006-004642
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.01.24 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)
2006.11.07 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
2006.12.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.02 手続補正書
2006.10.02 意見書
2006.12.22 拒絶査定
2007.10.10 登録料納付
［登録］
2007.09.26 登録査定書
2007.10.10 設定納付書
2007.11.06 登録証
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,19

95

アプローチＤ

通常:
2006-004643
標準

19,20,35,45

96

メモリアルトータルサービス

通常:
2006-004695
標準

10,17,26
97

ナチュラルヘア

通常:
2006-005119
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

【06】金属製手摺材，鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の
金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブ
ル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用
ブース，金属製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当
たるものを除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道
路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金
属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，は
ちの巣，金属製金具，ワイヤーロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレー
ト及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けか
ぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペン
サー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭
用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼ
ン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
【19】合成樹脂被覆金属管からなる手摺材，タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の
非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プ
ラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用
又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建
築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石
防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防
通話板，区画表示帯，セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属
製のものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のも
のを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又
はプラスチック製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除
く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製
【19】建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，石材，建
築用ガラス，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，墓石，墓標及び墓碑用銘板（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
【20】木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ネームプレート及び標札（金属製のもの
を除く。），旗ざお，うちわ，せんす，愛玩動物用葬祭用具，家具，つい立て，びょうぶ，木製
又はプラスチック製の立て看板，人工池，葬祭用具，額縁，石こう製彫刻，プラスチック製
彫刻，木製彫刻，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮，あし，い，おにがや，すげ，す
さ，麦わら，わら，きば，鯨のひげ，甲殻，人工角，ぞうげ，角，歯，べっこう，骨，さんご
【35】広告，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，葬祭に関
する贈答品・記念品の売買契約の媒介，葬祭に関する互助会の事務の管理及び運営，葬
祭用具の販売に関する事務の代理又は代行，職業のあっせん，輸出入に関する事務の代
理又は代行，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，墓地及び墓の販売に関す
る事務の代理又は代行，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，求人
情報の提供，自動販売機の貸与
【45】ファッション情報の提供，新聞記事情報の提供，結婚又は交際を希望する者への異性
の紹介，婚礼（結婚披露宴を含む。）のための施設の提供，葬儀・法要の執行又は企画，
葬儀・法要に関する助言又は情報の提供，墓地又は納骨堂の提供，墓地又は納骨堂に関
する助言又は情報の提供，施設の警備，身辺の警備，個人の身元又は行動に関する調
【10】植毛用人工毛髪
【17】化学繊維（織物用のものを除く。），化学繊維糸（織物用のものを除く。）
【26】増毛用人工毛髪，入れ毛，かつら，その他の頭飾品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.23 意見書
2006.08.23 認定･付加情報
2006.12.19 拒絶査定
2007.03.19 手続補正書(方式)
2008.04.09 登録料納付
［登録］
2008.03.11 登録査定書
2008.04.09 設定納付書
2008.05.13 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

98

99

商標（見本）

商標

ＲＵＬＥＳ ＯＦ ＡＴＴＲＡＣＴＩＯＮ

イスパニアウォール

種別 出願番号

区分

エコ電

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 上申書
2006.09.05 意見書
2006.09.06 手続補足書
2006.10.24 手続補正書
2006.10.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.11.24 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶査定
2007.01.25 手続補正書
2007.01.26 手続補足書
2007.03.29 手続補正書
2007.03.30 手続補足書
2008.03.11 登録料納付
［登録］
2008.02.20 登録査定書
2008.03.11 設定納付書
2008.03.31 登録証

06,19

【06】非鉄金属及びその合金，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立
てセット，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式
のものを除く。），金属製ビット，金属製ボラード，金属製金具，金属製のネームプレート及
び標札，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製工具箱，金属製建具，金
属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属製のバックル
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料，れんが及び耐火物，リノ
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，道路標識（金属製又は発光式若しくは機械式の
ものを除く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），ビット及びボラード（金属製
のものを除く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室
【09】スイッチング電源装置，その他の電源装置，交直変換器，インバータ，コンバータ，充
電器，電力変換器，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.27 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)
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-005433
標準

通常:
2006-006031
標準

通常:
2006-006086
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】レコード，録音済みのＣＤ，録画済みビデオテープ及びＤＶＤ

09
100

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42

101

ＥＸ四人打ち麻雀

通常:
2006-006181
標準

09,38,41,42

102

ＥＸ四人打ち

通常:
2006-006182
標準

12
103

アンダーカナード

通常:
2006-006332
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
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，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
【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
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，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
【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付属品（「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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定
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07

104

ガードカッター＼ＧＵＡＲＤ ＣＵ
通常 2006-006437
ＴＴＥＲ

指定商品・役務

中間記録

【07】コンクリートカッター，コンクリート製パイプ・柱切断用ダイヤモンドカッター，タイル・レ 【中間記録情報】
ンガ切断用ダイヤモンドカッター，石材切断用ダイヤモンドカッター，ガラス切断用ダイヤモ ［審査］
2006.01.27 願書
ンドカッター，プラスチック製品切断用ダイヤモンドカッター
2006.02.02 職権訂正履歴(職権訂正)
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+第4条1
項16号)
2006.09.22 手続補正書
2006.09.22 手続補足書
2006.09.22 意見書
2006.10.20 認定･付加情報
2006.12.06 拒絶査定
2007.08.03 手続補正書(方式)
2007.08.03 手続補足書
2007.11.16 登録料納付
［登録］
2007.11.07 登録査定書
2007.11.16 設定納付書
2007.12.04 登録証

09,11,20,21,26,31,4 【09】電子応用機械器具，電子計算機用プログラム，電子管，半導体素子，電子回路（電子 【中間記録情報】
計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く），耳栓，加工ガラス（建築用のものを除 ［審査］
1,44

105

ＰＬＡＮＴＬＩＧＨＴ

通常 2006-006543

19,21,37
106

サメジマ＼あんしん＼けい そう
通常 2006-006678
ど＼珪藻土

09
107

３次元パノラマプロッタ

く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登
録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用
又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票
数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステー
ション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズ
ル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜
水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相
機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気
ブザー，電気通信機械器具，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【11】電球類及び照明用器具，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
【19】珪藻土を主材とする壁材，珪藻土を主材とする天井材，珪藻土を主材とするタイル，
珪藻土を主材とする建築用又は構築用の専用材料
【21】珪藻土を主材とするコースター，珪藻土を主材とする包装用容器，珪藻土を主材とす
る食器類，珪藻土を主材とする植木鉢，珪藻土を主材とする愛玩動物用食器，珪藻土を主
材とする花瓶及び水盤
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，土木機械器具の
修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，建築用の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物
の清掃，床磨き，土木機械器具の貸与，床洗浄機の貸与，モップの貸与

2006.01.27 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.21 手続補正書
2006.08.21 意見書
2006.08.22 認定･付加情報
2006.08.22 認定･付加情報
2006.12.05 拒絶査定

【09】測定機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

通常:
2006-007280
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

108

109

商標（見本）

商標

３Ｄパノラマプロッタ

ＷＥＢ＼ＭＡＮＡＧＥＲ

種別 出願番号

区分

ＷＥＢ＼ＭＡＮＡＧＥＲ＼ＰＲＯ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.15 拒絶査定

09,42

【09】コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気
ディスク・コンパクトディスク及び磁気テープ，その他の電子応用機械器具及びその部品，
録音済み磁気カード・磁気シート・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディ
スク及び磁気テープ，録画済みビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・
コンパクトディスク及びビデオテープ
【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（中央処理装置及び電
子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機
器を含む。）の貸与，電子計算機用プログラムの提供，インターネットサーバのエリアの貸
与，電子計算機端末による通信におけるサーバの貸与，電子計算機・自動車その他その
用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・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
【09】コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気
ディスク・コンパクトディスク及び磁気テープ，その他の電子応用機械器具及びその部品，
録音済み磁気カード・磁気シート・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディ
スク及び磁気テープ，録画済みビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・
コンパクトディスク及びビデオテープ
【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（中央処理装置及び電
子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機
器を含む。）の貸与，電子計算機用プログラムの提供，インターネットサーバのエリアの貸
与，電子計算機端末による通信におけるサーバの貸与，電子計算機・自動車その他その
用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・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
【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
【11】業務用暖冷房装置，家庭用暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.02.08 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)
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-007281
標準

通常 2006-007442

通常 2006-007443

09

111

ＣＡＤオンデマンド

通常:
2006-007766
標準

11
112

デシカントエアコン

通常 2006-008009

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

中間記録

【09】測定機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

09,42

110

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 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)
2006.10.02 意見書
2006.12.05 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,36,40,42

113

フリーメッセージカード

通常:
2006-008329
標準

16,19

114

ブオンフレスコ

通常 2006-008462

12,37

115

リメイク車

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物，ダウンロード可能な画像・映像・文字・音声・音楽，プリペイドカード発行
機，磁気カードの記録情報の読取り・書き込み装置
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，衛
生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷し
たくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写
真立て
【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，陶磁製建築専門材料・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門材料，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門材料，石こう製
の建築用又は構築用の専門材料，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，セメント及びその製品，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。），道路標識（金属製
又は発光式若しくは機械式のものを除く。），石製液体貯蔵槽，石製工業用水槽，石製家
庭用水槽，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
【12】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，陸上
の乗物用の機械要素，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片，乗物用盗難警報機
【37】二輪自動車の修理又は整備

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.08.08 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))
2006.12.12 拒絶査定

通常 2006-008464

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.01.20 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.02.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定
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116

117

商標（見本）

商標

ＳＹＳＴＥＭ ＳＴＯＲＡＧＥ

種別 出願番号

区分

12

【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，落下傘，車いす，船 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.02.08 願書
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
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
チューブの修繕用ゴムはり付け片，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，自動車用のエンジン，その他の陸上の乗物用の動 2006.12.01 拒絶査定
力機械（その部品を除く。），自動車用のサスペンション，その他の陸上の乗物用の緩衝
器・ばね，陸上の乗物用の軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング，陸上の乗物用の動力伝導装
置，陸上の乗物用の制動装置，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を
除く ） 乗物用盗難警報器
【06】金属製ドアその他の建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建具，金属製金
【中間記録情報】
具
［審査］
2006.02.08 願書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

優先:
2006-009477
標準

Ｍｏｄｅｒｎ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｓａｌｏｏｎ
通常 2006-010039
＼モダンプレミアムサルーン

119

120

ｅ－Ｄｏｏｒ

適温材

外からスイッチサービス

通常 2006-010046

マルチテールランプ

【11】化学物質を充てんした保温保冷具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.02.08 手続補足書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.08 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

09,38

【09】金銭登録機，作業記録機，写真複写機，タイムスタンプ，タイムレコーダー，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，電動式扉自動開閉装置，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，
録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ドア及び窓用開閉検知器，ドア及
び窓用進入検知器，煙検知器，ルーター，コンセント，通信用コンセント，電力線通信用コ
ンセント，電力線通信用機器，無線電話機，ネットワーク用カメラ，無線中継器，テレビ用ア
ダプタ，テレビ電話装置
【12】車両用テールランプ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.09.05 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))
2006.12.05 拒絶査定
2007.02.20 手続補正書(方式)
2007.02.20 手続補正書

通常:
2006-010048
標準

通常:
2006-010201
標準

通常:
2006-010211
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.10 優先権証明書提出書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.03.10 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.05 期間延長請求書
2006.10.10 意見書
2006.10.11 手続補足書
2006.10.11 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶査定
2007.06.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

11

12
121

中間記録

【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
【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
気通信回線を通じた電子計算機プログラムの提供，ウェブサイトの作成又は保守，電子計
算機用プログラムの貸与

06
118

指定商品・役務

09,16,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

2008/9/8
32／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.
122

123

商標（見本）

商標
マルチコンビネーションランプ

モバイルミュージックストレージ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【12】車両用テールランプ

09,41

【09】携帯電話機その他の通信端末装置による通信を用いて音楽・楽曲及び画像のデータ 【中間記録情報】
をサーバに格納するためのコンピュータプログラム，携帯電話機その他の通信端末装置に ［審査］
よる通信を用いて音楽・楽曲及び画像のデータを配信するためのコンピュータプログラム， 2006.02.08 願書
その他の電子応用機械器具及びその部品
2006.02.20 代理権変更届
2006.02.20 手続補足書
【41】音楽・楽曲及び画像のデータを格納するためのサーバにおけるデータ格納領域の貸
与，携帯電話機その他の通信端末装置による通信を用いた音楽・楽曲及び画像のデータ 2006.03.24 認定･付加情報
の配信，その他の携帯電話機その他の通信端末装置による通信を用いた音楽・楽曲及び 2006.03.24 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
画像のデータの提供
条1項11号を除く))
2006.12.05 拒絶査定

通常:
2006-010212
標準

通常:
2006-010354
標準

中間記録

12

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

06,36,37,39,41,42,4 【06】金属製可搬式仮設建物，金属製建造物組立てセット，鉄及び鋼，非鉄金属及びその 【中間記録情報】
合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製荷役用パレット，荷役用 ［審査］
3

124

スペースサービス＼ＳＰＡＣＥＳ
通常 2006-010680
ＥＲＶＩＣＥ

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

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
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，預金
の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金の貸付け
及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の貸付け，金
銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，金融先物
取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しく
は土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状に関する業
務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有
価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先
物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
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2006.02.09 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.15 拒絶査定

2008/9/8
33／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41,42

125

大人の塗り絵＼大人のぬりえ
＼大人のぬり絵＼おとなのぬり 通常 2006-010953
絵＼おとなのぬりえ

09,42

126

ＰＣ検疫ソリューション

通常:
2006-011128
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】業務用テレビゲーム機用ゲームプログラ厶を記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭ
カートリッジその他の記憶媒体，携帯電話用ストラップ，電気通信機械器具及びその部品，
パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカー
トリッジその他の記憶媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，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ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光
ディスク・ＲＯＭカートリッジその他の記憶媒体，携帯家庭用液晶画面ゲーム用ゲームプロ
グラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカートリッジその他の記憶媒体，携帯電話
機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカートリッジその他の記憶
媒体，コンピュータネットワークを通じてダウンロードもしくはインストールされる家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，コンピュータネットワークを通じてダウンロードもしく
はインストールされる業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，コンピュータネットワーク
を通じてダウンロードもしくはインストールされるパーソナルコンピュータ用ゲームプログラ
ム，コンピュータネットワークを通じてダウンロードもしくはインストールされる携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用ゲームプログラム，コンピュータネットワークを通じてダウンロードもしく
はインストールされる携帯電話機用ゲームプログラム，写真機械器具，映写フィルム，レ
コード，メトロノーム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電池，眼鏡，スロットマシ
ン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター
【41】パーソナルコンピュータによる通信を用いて行うゲームの提供及びそれらの情報の提
供，家庭用テレビゲームおもちゃ又は業務用ビデオゲーム機による通信を用いて行うゲー
ムの提供及びそれらの情報の提供，携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用
いて行うゲームの提供及びそれらの情報の提供，インターネット又はコンピュータネット
ワークを通じて行うゲームの提供及びそれらの情報の提供，通信回線を利用したパーソナ
ルコンピュータ又は家庭用テレビゲームおもちゃもしくは業務用ビデオゲーム機用又は携
帯電話用などのゲームソフトウェアの解説又は攻略方法に関する情報の提供，電子出版
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.06.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 意見書
2006.09.22 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.22 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.05 手続補正書(方式)
2006.10.05 手続補正書(方式)
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

127

拠点間ＶＰＮソリューション

通常:
2006-011129
標準

09

128

ハイパースレスレモザイク

通常:
2006-011248
標準

09

129

スレスレモザイク

通常:
2006-011249
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】録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤその他の記録媒体，電子
出版物，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接
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】録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤその他の記録媒体，電子
出版物，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接
装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作
業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タ
イムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警
告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 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)
2006.09.26 意見書
2006.09.26 手続補足書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 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)
2006.09.26 意見書
2006.09.26 手続補足書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶査定
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131

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.02.24 手続補正指令書(出願)
2006.02.28 手続補正書(方式)
2006.03.29 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 意見書
2006.10.27 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

09,28

【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，
【11】浴槽類

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 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
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.14 刊行物等提出による通知書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.08 拒絶査定

サーボセンサ＼ｓｅｒｖｏ ｓｅｎｓｅｒ 通常 2006-011545

脳年齢

133

134

フォームバス

サステナブルスタイル

通常:
2006-011572
標準

通常:
2006-011692
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 拒絶査定

07,11,19,20,21

【07】家庭用電気式生ゴミ脱水機，家庭用電動ディスポーザー，業務用電動生ゴミ脱水機， 【中間記録情報】
業務用電動ディスポーザー
［審査］
【11】水道用栓，加熱器，調理台，流し台，浴槽類，家庭用浄水器，洗浄機能付き便器，そ 2006.02.13 願書
の他の便器，洗浄機能付き便座，その他の便座，便所ユニット
2006.02.13 認定･付加情報
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，石材
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【20】家具
項16号)
【21】寝室用簡易便器
2006.12.05 拒絶査定

09,42

【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
【42】機械器具に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，電子計算機のプログ
ラムの設計、作成又は保守

通常:
2006-011694
標準

トータル エレクトロニクス エン 通常:
2006-011981
ジニアリング
標準

中間記録

【09】超小型電流負荷自動計測記録装置

11
132

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 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)
2006.11.08 意見書
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

2008/9/8
36／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

135

136

商標（見本）

商標

Ｃｒａｆｔ Ｓｐｅａｋｅｒ

§セクサロイド

種別 出願番号

区分

Ｓｉｚｋａ＼Ｓｉｚｋａ＼シズカ

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，電子計算機用プログラム，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，スロットマシン，ウエイトベルト，ウ
エットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レ
コード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
【09】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，写真機械器具，映
画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電子計算機（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），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］
2006.02.13 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.09.01 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))
2006.12.04 拒絶査定
2007.11.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【09】家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカード・ＲＯＭ
カートリッジ及びその他の記憶媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイス
ティック及びメモリーカード，その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラ
ムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカード・ＲＯＭカートリッジ及びその他の記憶媒
体，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機用プログラム，業務用テレビゲーム機
用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカード・ＲＯＭカートリッジ及びそ
の他の記憶媒体，業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，電子計算機，電子計算機用
プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク及びその他の記憶媒体，電子
計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，理化学機械器具，歩数
計，その他の測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電
線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築
用のものを除く。），救命用具，携帯電話機，携帯電話機用ストラップ，その他の携帯電話
機の部品及び附属品，その他の電気通信機械器具，録音済みのコンパクトディスク，その
他のレコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メ
トロノーム，オゾン発生器，電解槽，ロケット，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレー
ター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘ
アカーラー，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は
機械式の道路標識，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，
消火ホース用ノズル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘル
メット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電
極，溶接マスク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビ
デオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，

【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1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.18 意見書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.20 手続補足書
2006.11.17 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶査定
2007.03.14 手続補正書(方式)
2007.03.14 手続補足書
2008.06.03 登録料納付
［登録］
2008.05.07 登録査定書
2008.06.03 設定納付書
2008.06.24 登録証

通常 2006-012082

通常 2006-012103

通常 2006-012306

09

138

ＤＳ美文字トレーニング

通常:
2006-012411
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 2006.02.13 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 2006.09.01 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 2006.12.08 拒絶査定
オディスク及びビデオテープ，電子出版物

09
137

指定商品・役務

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.02.14 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)
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
37／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

139

キッチン

通常:
2006-012413
標準

09

140

クッキングガイド

通常:
2006-012416
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】家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカード・ＲＯＭ
カートリッジ及びその他の記憶媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイス
ティック及びメモリーカード，その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラ
ムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカード・ＲＯＭカートリッジ及びその他の記憶媒
体，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機用プログラム，業務用テレビゲーム機
用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカード・ＲＯＭカートリッジ及びそ
の他の記憶媒体，業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，電子計算機，電子計算機用
プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク及びその他の記憶媒体，電子
計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，理化学機械器具，歩数
計，その他の測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電
線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築
用のものを除く。），救命用具，携帯電話機，携帯電話機用ストラップ，その他の携帯電話
機の部品及び附属品，その他の電気通信機械器具，録音済みのコンパクトディスク，その
他のレコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メ
トロノーム，オゾン発生器，電解槽，ロケット，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレー
ター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘ
アカーラー，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は
機械式の道路標識，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，
消火ホース用ノズル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘル
メット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電
極，溶接マスク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビ
デオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，
【09】家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカード・ＲＯＭ
カートリッジ及びその他の記憶媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイス
ティック及びメモリーカード，その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラ
ムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカード・ＲＯＭカートリッジ及びその他の記憶媒
体，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機用プログラム，業務用テレビゲーム機
用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ＲＯＭカード・ＲＯＭカートリッジ及びそ
の他の記憶媒体，業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，電子計算機，電子計算機用
プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク及びその他の記憶媒体，電子
計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，理化学機械器具，歩数
計，その他の測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電
線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築
用のものを除く。），救命用具，携帯電話機，携帯電話機用ストラップ，その他の携帯電話
機の部品及び附属品，その他の電気通信機械器具，録音済みのコンパクトディスク，その
他のレコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メ
トロノーム，オゾン発生器，電解槽，ロケット，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレー
ター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘ
アカーラー，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は
機械式の道路標識，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，
消火ホース用ノズル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘル
メット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電
極，溶接マスク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビ
デオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，
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中間記録
【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)
2006.12.11 拒絶査定

【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1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.11 拒絶査定

2008/9/8
38／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

141

大人の塗り絵

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］
2006.02.02 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)
2006.12.01 拒絶査定

19

【19】モルタル製スペーサー，セメントモルタル製スペーサー

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.26 手続補正書
2006.09.26 意見書
2006.09.26 手続補足書
2006.09.26 認定･付加情報
2006.09.26 認定･付加情報
2006.10.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.30 認定･付加情報
2006.11.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-012915
標準

ＰＩＬＡＴＥＳ ＢＯＤＹ＼ピラティス
通常 2006-012963
ボディ

09,35
143

144

145

フリーオーダー

デジ録

ワン・ツースペーサー

通常:
2006-012972
標準

通常:
2006-013119
標準

通常:
2006-013457
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.13 手続補正書
2006.10.13 手続補足書
2006.10.13 認定･付加情報
2006.10.13 認定･付加情報
2006.10.13 意見書
2006.11.13 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶査定

09,41

142

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用のソフトウェア，その他の家庭用テレビゲームおもちゃ，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ス
ロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水
泳用浮き板，レギュレーター，ダウンロード可能な音楽，レコード，メトロノーム，電子楽器用
自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，ダウンロード可能な
【09】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】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映
像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，ス
ポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽
の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除
く。），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，運動用具の貸与，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，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
【09】眼鏡，雑誌の内容を記憶させた記録媒体，測定機械器具，電気磁気測定器，電線及
びケーブル，写真機械器具，光学機械器具，加工ガラス（建築用のものを除く。），電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

2008/9/8
39／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

146

147

148

149

150

151

152

商標（見本）

商標

インテリジェント杭

電子杭

Ｇ３Ｋ

プチホワイト

ナナメ浴槽

バーティカルアスフェリック

ハイカーブ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】プラスチック製杭，木材製杭，木製杭，石材製杭

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

19

【19】プラスチック製杭，木材製杭，木製杭，石材製杭

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 認定･付加情報
2006.03.03 職権訂正通知書(職権訂正)
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
2006.12.08 拒絶査定

03,09,25

【03】家庭用脱脂剤，頭髪化粧品，身体防臭用化粧品，その他の化粧品，せっけん類，精 【中間記録情報】
油，その他の香料類，歯磨き
［審査］
【09】音声周波機械器具，業務用テレビゲーム機，電子計算機用プログラム，家庭用テレビ 2006.02.17 願書
ゲームおもちゃ，レコード，映画機械器具，映写フィルム，電子出版物，眼鏡，眼鏡枠，電
2006.02.20 認定･付加情報
子応用機械器具及びその部品
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【25】被服，履物，帽子，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2006.10.25 期間延長請求書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.11.29 意見書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.12.14 拒絶査定

09,11

【09】電池，電気通信機械器具
【11】電球類及び照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.02.21 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 拒絶査定

11

【11】便所ユニット，浴室ユニット，浴槽類

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.30 意見書
2006.12.19 拒絶査定

09

【09】眼鏡

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

09

【09】眼鏡

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.08 拒絶査定

通常 2006-013624

通常 2006-013625

通常:
2006-013851
標準

通常:
2006-014336
標準

通常:
2006-014451
標準

通常:
2006-014700
標準

通常:
2006-014701
標準

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

中間記録

19
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No.
153

154

155

156

157

商標（見本）

商標

種別 出願番号

ファンクショナル

通常:
2006-014702
標準

ファンクション

通常:
2006-014703
標準

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

09

【09】眼鏡

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

06,07,09

【06】金属製交通規制用バリケード
【07】自走式道路封鎖用機械
【09】リモートコントロール式電動移動柵

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.09.15 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))
2006.12.15 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.12 拒絶査定

09,28

【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，
【19】共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用のプラスチック製床材，共同住宅の
躯体、階段、廊下などを除いた内装用の合成建築専用床材，共同住宅の躯体、階段、廊
下などを除いた内装用のセメント製床材，共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装
用の木製床材，共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の石材製床材，共同住
宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の無機繊維製床材（石綿製のものを除く。），共
同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の石こう製床材

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定
2007.04.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

Ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｍｏｂｉｌｅ ｂａｒｒｉｅｒ．＼
通常 2006-014734
エレクトリックモバイルバリアー

ＰＣガード

４Ｄパズル

インフィル＼ＩＮＦＩＬＬ

通常:
2006-014896
標準

通常:
2006-015163
標準

通常 2006-015168

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】眼鏡

19

158

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 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)
2006.09.29 手続補正書
2006.09.29 意見書
2006.11.07 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定
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No.

159

160

161

162

商標（見本）

商標

ＩＮＦＩＬＬ ＦＬＯＯＲ ＳＹＳＴＥＭ

ＩＮＦＩＬＬ ＳＹＳＴＥＭ ＦＬＯＯＲ

インフィル・フロア・システム

インフィル・システム・フロア

種別 出願番号

区分

19

【19】共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用のプラスチック製床材，共同住宅の 【中間記録情報】
躯体、階段、廊下などを除いた内装用の合成建築専用床材，共同住宅の躯体、階段、廊 ［審査］
2006.02.08 願書
下などを除いた内装用のセメント製床材，共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装
用の木製床材，共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の石材製床材，共同住 2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の無機繊維製床材（石綿製のものを除く。），共 項16号)
2006.09.29 手続補正書
同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の石こう製床材
2006.09.29 意見書
2006.11.07 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

19

【19】共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用のプラスチック製床材，共同住宅の 【中間記録情報】
躯体、階段、廊下などを除いた内装用の合成建築専用床材，共同住宅の躯体、階段、廊 ［審査］
2006.02.08 願書
下などを除いた内装用のセメント製床材，共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装
用の木製床材，共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の石材製床材，共同住 2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の無機繊維製床材（石綿製のものを除く。），共 項16号)
2006.09.29 手続補正書
同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の石こう製床材
2006.09.29 意見書
2006.11.07 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

19

【19】共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用のプラスチック製床材，共同住宅の 【中間記録情報】
躯体、階段、廊下などを除いた内装用の合成建築専用床材，共同住宅の躯体、階段、廊 ［審査］
下などを除いた内装用のセメント製床材，共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装
2006.02.08 願書
用の木製床材，共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の石材製床材，共同住 2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の無機繊維製床材（石綿製のものを除く。），共 項16号)
同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の石こう製床材
2006.09.29 手続補正書
2006.09.29 意見書
2006.11.07 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

通常:
2006-015172
標準

通常:
2006-015173
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】共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用のプラスチック製床材，共同住宅の 【中間記録情報】
躯体、階段、廊下などを除いた内装用の合成建築専用床材，共同住宅の躯体、階段、廊 ［審査］
2006.02.08 願書
下などを除いた内装用のセメント製床材，共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装
用の木製床材，共同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の石材製床材，共同住 2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の無機繊維製床材（石綿製のものを除く。），共 項16号)
2006.09.29 手続補正書
同住宅の躯体、階段、廊下などを除いた内装用の石こう製床材
2006.09.29 意見書
2006.11.07 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

通常:
2006-015171
標準

通常:
2006-015174
標準

指定商品・役務

19
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.15 拒絶査定
2006.12.22 出願取下書

09

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

07

【07】農業用機械器具並びにその部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定

19

【19】タイル

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.27 拒絶査定

09,42

163

164

165

166

167

お手軽Ｇ／Ａ

通常 2006-015392

比較優位

通常:
2006-015668
標準

Ｄｉｓｋ ＣＶＴ

Ｄｉｓｋ ＣＶＴ

アッシュタイル

通常 2006-015673

通常 2006-015674

通常 2006-015789

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

2008/9/8
43／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

168

Ｄａｔａ Ｏｐｔｉｍｉｚｅｒ

Ｄａｔａ Ｓｔｏｒａｇｅ Ｃａｒｄ

10,25

【10】医療用ブラジャー，乳癌自己診断用ブラジャー
【25】下着

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.09.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

10,25

【10】医療用ブラジャー，乳癌自己診断用ブラジャー
【25】下着

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.09.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

10,25

【10】医療用ブラジャー，乳癌自己診断用ブラジャー
【25】下着

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.09.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

通常:
2006-015874
標準

通常:
2006-015890
標準

09
170

171

172

173

支援者名簿まるごと管理システ 通常:
2006-016064
ム
標準

検診ブラ

院内ブラ

病院ブラ

通常:
2006-016148
標準

通常:
2006-016149
標準

通常:
2006-016150
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 意見書
2006.12.22 拒絶査定

09

169

指定商品・役務
【09】金銭登録機，現金自動預金支払機，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調
相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電
気ブザー，電気通信機械器具，電子計算機，電子計算機用プログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テ
レビゲームおもちゃ用のプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レ
コード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウン
ロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒
体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売
【09】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】政治活動サポート用及び名簿管理用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・
光ディスク・磁気テープ・磁気ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 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)
2006.12.01 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06

174

ＴＯＰＰＬＡＴＥ＼トッププレート

通常 2006-016799

09
175

176

177

178

179

180

ＱＲストラップ

通常:
2006-016973
標準

指定商品・役務
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光
式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽
類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金
属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，
犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯
金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建
具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，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，
【09】携帯電話機用ストラップ，電気通信機械器具並びにその部品及び附属品，電子応用
機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物

【11】照明用器具

09,42

【09】地震警報装置，遠隔監視システム用電気通信機械器具，その他の電気通信機械器 【中間記録情報】
［審査］
具，遠隔監視システム用コンピュータプログラム，遠隔監視システム用電子応用機械器
具，その他の電子応用機械器具及びその部品
2006.02.28 願書
2006.02.28 認定･付加情報
【42】地震情報の提供，遠隔監視システム用コンピュータプログラムの提供，その他のコン
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ピュータプログラムの提供，電子計算機の貸与
号)
2006.12.22 拒絶査定

11

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.09.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.13 拒絶査定

09

【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，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，給水栓，混合水栓，水道管用混合栓，サーモスタット式混合栓，
その他の水道用栓，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，洗い場付き浴槽，シャワー器具，洗面台及び洗い
場付き浴槽，浴槽，浴槽がま，その他の浴槽類，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
【09】携帯電話機用ストラップ，携帯電子機器用ストラップ，カメラ用ストラップ

09

【09】携帯電話機用ストラップ，携帯電子機器用ストラップ，カメラ用ストラップ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 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))
2006.12.08 拒絶査定

ネットピーウェーブ＼Ｎｅｔ－Ｐｗ
通常 2006-017306
ａｖｅ

開運ストラップ

大漁祈願ストラップ

通常:
2006-017355
標準

通常:
2006-017583
標準

通常:
2006-017584
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.19 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.12 拒絶査定

11
ＳＵＲＦＡＣＥ ＬＩＧＨＴ＼サーフェ
通常 2006-017212
イスライト

フラットタイプ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.09.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.28 拒絶査定
2007.10.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 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))
2006.12.08 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

181

182

183

184

商標（見本）

商標

避雷球

側溝蓋ＭＷ２種

側溝蓋ＭＷ１種

ｉ－ｓｅｒｖｅｒ

種別 出願番号

区分

§クロスに＼塗れる＼しっくい
壁

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

19

【19】コンクリート製側溝用溝蓋

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

19

【19】コンクリート製側溝用溝蓋

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 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
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
【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ
んが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築
専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建
築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製
の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製の
ものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその
製品，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製
のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠
（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道
路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式
のものを除く。），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，砂・鉱物・樹脂粒・ガラス粒・土等を配合した内外装仕上げ塗材又は内外装下塗材，

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.03.03 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.23 刊行物等提出書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.07.28 刊行物等提出による通知書
2006.08.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.22 拒絶査定

通常:
2006-017603
標準

通常 2006-017647

通常 2006-017648

通常 2006-018013

通常 2006-018174

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

19

185

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.09.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,08,11

186

プレミアム＼ＰＲＥＭＩＵＭ

通常 2006-018210

19
187

188

189

190

ＣＳパイプ

ＴｈｉｎＣｌｉｅｎｔＰＯＳ

調査Ｉｎ

指定商品・役務
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く。），栽培機械
器具，収穫機械器具，植物粗製繊維加工機械器具，飼料圧搾機，飼料裁断機，飼料配合
機，飼料粉砕機，牛乳ろ過器，搾乳機，育雛器，ふ卵器，蚕種製造用又は養蚕用の機械
器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装
用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，ゴム製品製造
機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を
除く。），陸上の乗物用の動力機械の部品，水車，風車，風水力機械器具，機械式の接着
テープディスペンサー，自動スタンプ打ち器，業務用電気洗濯機，業務用攪はん混合機，
業務用皮むき機，業務用食器洗浄機，業務用切さい機，業務用電気式ワックス磨き機，業
務用電気掃除機，家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯
機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄
機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農業用のものを除く。），軸，軸受，軸継ぎ手及びベアリン
グ（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。），動力伝導装置（機械要素）（陸上の乗物用
のものを除く。），緩衝器及びばね（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。），制動装置
（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。），バルブ（機械要素），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ，家庭用食器洗い乾燥機，電気掃除機用取替紙パック，業務用脱水
機，業務用被服プレス機，業務用生ごみ処理機，業務用生ごみ処理機用脱臭機，業務用
生ごみ粉砕機，業務用生ごみ自動投入装置，家庭用電気式生ごみ処理機，家庭用電気缶
切り器，家庭用電気氷かき器，家庭用電気調理カッター，家庭用電気もちつき機，半導体
【19】陶磁製排水管，土管，コンクリート管，石綿セメント管，セメントモルタル製管，ヒューム
管，コンクリート製推進管，木製管

通常 2006-018338

【09】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，タイムレコーダー，ビリ 【中間記録情報】
ングマシン，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，業務用テレビゲーム機，電気通信 ［審査］
機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.03.02 願書
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
2006.03.28 手続補正指令書(出願)
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
2006.03.30 上申書
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 2006.04.07 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
グラムの提供
項16号)
2006.12.26 拒絶査定

09

【09】計量用データ収集器

09,41

【09】録音済みコンパクトディスク，録画済みＤＶＤ，録画済みビデオテープ
【中間記録情報】
【41】セミナー、イベント企画、運営又は開催，，映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行、 ［審査］
2006.02.20 願書
企画又は運営，，ラジオ、テレビの放送番組の企画又は制作
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.08 拒絶査定

通常 2006-018599

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.09.21 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))
2006.12.18 拒絶査定

09,42

通常:
2006-018433
標準

１００％ＳＡＬＳＡ＼１００％サル
通常 2006-018603
サ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.03 手続補正書
2006.04.21 代理人辞任届
2006.04.21 認定･付加情報
2006.08.30 出願人名義変更届(一般承継)
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.26 拒絶査定
2006.12.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 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))
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
47／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

191

192

193

194

195

196

商標（見本）

商標
魅惑のゴールデン・ヒット・ポッ
プス２００

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】ＥＰレコード，ＬＰレコード，録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済 【中間記録情報】
みのコンパクトディスク，録音済みのフロッピーディスク及びその他の磁気ディスク，その他 ［審査］
2006.03.03 願書
のレコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ
－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディ 2006.03.03 認定･付加情報
スク・ビデオテープ及びビデオカセットテープ，録音済みＤＶＤ，録音済みミニディスク，録画 2006.09.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
済みＤＶＤ
2006.12.21 拒絶査定

19

【19】環境にやさしい木質パネル

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.03 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)
2006.10.26 手続補正書
2006.10.26 認定･付加情報
2006.10.26 認定･付加情報
2006.10.26 意見書
2006.12.22 拒絶査定

19

【19】環境にやさしい木質ボード

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.03 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)
2006.10.26 手続補正書
2006.10.26 認定･付加情報
2006.10.26 認定･付加情報
2006.10.26 意見書
2006.12.22 拒絶査定

12,37

【12】自動車並びにその部品及び附属品
【37】自動車の修理又は整備

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.03.31 手続補正指令書(出願)
2006.04.04 上申書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

07

【07】浴槽類

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.09.22 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))
2006.12.22 拒絶査定
2007.01.16 再送

19

【19】バルコニー等の床面に敷設して用いる基材上面にタイルを貼り付けてなるタイルユ
ニット，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］
2006.03.06 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.09.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.19 拒絶査定

通常:
2006-018871
標準

Ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌ ＆ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ 通常:
2006-018966
Ｐａｎｅｌ
標準

Ｅｃｏｌｏｇｉｃａｌ ＆ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ 通常:
2006-018969
Ｂｏａｒｄ
標準

あたらしい道を、あなたと

幸せアワアワバスタイム

トスカーナ・クラシコ

通常:
2006-019180
標準

通常 2006-019181

通常:
2006-019359
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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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

197

Ｓｉｄｅｊｏｇ

通常:
2006-020752
標準

09

198

サイドジョグ

通常:
2006-020753
標準

08
199

伊勢屋

指定商品・役務
【09】理化学機械器具，測定機械器具，ロータリーエンコーダ，プッシュスイッチ，その他の
配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及び
ケーブル，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，録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テー
プ・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，電子計算機用マウスパッド，電子計算機用マウス，
コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，電子計
算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，電子出版物，オゾン発生
器，電解槽，ロケット，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・磁気
ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ
及び磁気テープ，業務用テレビゲーム機，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，新聞・雑
誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ＲＯＭカートリッジ・光
ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ，録画済みビデオディスク
及びビデオテープ，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，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，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
【09】理化学機械器具，測定機械器具，ロータリーエンコーダ，プッシュスイッチ，その他の
配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及び
ケーブル，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，録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テー
プ・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，電子計算機用マウスパッド，電子計算機用マウス，
コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，電子計
算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，電子出版物，オゾン発生
器，電解槽，ロケット，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・磁気
ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ
及び磁気テープ，業務用テレビゲーム機，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，新聞・雑
誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ＲＯＭカートリッジ・光
ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ，録画済みビデオディスク
及びビデオテープ，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，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，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
【08】手動利器，手動工具，刀剣

通常 2006-021373

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.09.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.07 上申書
2006.11.08 認定･付加情報
2006.11.27 上申書
2006.11.27 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.09.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.07 上申書
2006.11.08 認定･付加情報
2006.11.27 上申書
2006.11.27 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19,20,37

200

ＳｍａｒｔＢｌｏｃｋ

通常:
2006-021513
標準

09

201

指定商品・役務
【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ア
スファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築
用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は
構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），
セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラス，建具（金属製のものを除く。）
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，ネームプレート及び標札（金属製のものを除
く。），旗ざお，うちわ，せんす，ハンガーボード，家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用
ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ
【37】建設工事，建築工事に関する助言，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御
用の機械器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，家具
の修理，錠前の取付け又は修理
【09】３Ｄ立体視化バーチャルリアリティーのプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ

３Ｄ立体視化＼バーチャル＼リ
通常 2006-021876
アリティー

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.03.24 手続補正指令書(出願)
2006.05.02 手続補正書(方式)
2006.06.09 認定･付加情報
2006.09.22 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))
2006.12.22 拒絶査定

09,14,16,25,26,35,3 【09】写真複写機，郵便切手のはり付けチェック装置，電子楽器用自動演奏プログラムを記 【中間記録情報】
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物
［審査］
8,39,40,41,42

202

ｅ－内容証明

通常:
2006-021933
標準

09,16,39,41,45

203

六壬

通常:
2006-023287
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。

【14】身飾品
【16】あて名印刷機，事務用封かん機，消印機，郵便料金計器，印刷したくじ（おもちゃを除
く。），紙類，文房具類，印刷物
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服
【26】衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服
用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕
章
【35】トレーディングスタンプの発行，輸出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，
文書又は磁気テープのファイリング，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
【38】電気通信（放送を除く。）
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん
包，貨物の輸送の媒介，寄託を受けた物品の倉庫における保管，郵便
【40】製本，印刷，印刷用機械器具の貸与
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の製作
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用
【09】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な電子計算機用プログラム，ダウンロード可能な電子出版物，電子計算機用プ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【39】海外における占いのための海外旅行の企画又は実施，海外における占いのための
海外旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する相談，旅行情報の提供，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，他人の携帯品の一時預かり，車両による輸
送，道路情報の提供，駐車場の提供，駐車場の管理
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み
磁気テープの貸与，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備
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2006.03.10 願書
2006.09.13 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))
2006.12.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.13 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,39,41,45

204

六壬神課金口訣

通常:
2006-023288
標準

09,16,41
205

ラーニングブログ＼Ｌｅａｒｎｉｎｇ
ｂｌｏｇ

筑紫ゴシック

通常:
2006-024892
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］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.13 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.06 意見書
2006.12.22 拒絶査定

通常 2006-023421

09

206

指定商品・役務
【09】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な電子計算機用プログラム，ダウンロード可能な電子出版物，電子計算機用プ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【39】海外における占いのための海外旅行の企画又は実施，海外における占いのための
海外旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する相談，旅行情報の提供，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，他人の携帯品の一時預かり，車両による輸
送，道路情報の提供，駐車場の提供，駐車場の管理
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み
磁気テープの貸与，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備
【09】電子応用機械器具及びその部分
【16】印刷物
【41】資格取得講座における教授，資格試験に関する情報の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.09.05 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))
2006.12.05 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,36,41,42

207

野村グループ

通常:
2006-025340
標準

09,16,35,36,41,42

208

ノムラグループ

通常:
2006-025341
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，ウェットスーツ，浮袋，運動用
保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽
器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，
スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，
電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書裁断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【09】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，ウェットスーツ，浮袋，運動用
保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽
器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，
スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，
電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書裁断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.03.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.03 手続補正書
2006.10.03 意見書
2006.10.03 手続補足書
2006.10.13 手続補正書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
2006.12.22
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.03.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 手続補正書
2006.10.23 意見書
2006.10.23 手続補足書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
52／56

３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,36,41,42

209

ＮＯＭＵＲＡ ＧＲＯＵＰ

通常:
2006-025342
標準

01,19

210

Ｅ―エコロジーソイル

ケータイ ＯＴＰ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.03.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 手続補正書
2006.10.23 意見書
2006.10.23 手続補足書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-028810
標準

09

211

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，ウェットスーツ，浮袋，運動用
保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽
器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，
スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，
電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書裁断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【01】園芸用土
【19】道路舗装材料，土製舗装材

通常 2006-029206

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.10.12 伺い書
2006.10.20 伺い回答書
2006.10.23 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))
2006.11.14 手続補正書
2006.11.14 意見書
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.14 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶査定

【09】自動販売機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電 【中間記録情報】
子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，携帯用液晶画面ゲー ［審査］
2006.03.31 願書
ムおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用自動演奏
2006.10.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，録画済みビデオディスク及びビデオ
項16号)
テープ，電子出版物
2006.11.20 意見書
2006.12.14 拒絶査定
2007.09.11 登録料納付
2007.10.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.11 登録査定書
2007.09.11 設定納付書
2007.10.02 登録証
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

212

213

214

商標（見本）

商標

ＮＥＯＳＩＧＮ

カメイホーム

クローズイルミネーション

種別 出願番号

区分

【09】デジタル署名用コンピュータプログラム，デジタル署名用コンピュータプログラムを記
憶した記憶媒体，デジタル署名装置

06,19,36,37

【06】金属製建造物組立てセット
【19】建造物組立てセット（金属製のものを除く。）
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事

09,38,42

【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
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【42】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
【09】９映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部
品、発光式または機械式の道路標識、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－ション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲ－ト、金銭登録機、タイムレコー
ダー、家庭用テレビゲームおもちゃ用，携帯用液晶画面ゲーム，応用機械器具
【20】２０鏡、鏡台、三面鏡台、手鏡、携帯用鏡

通常:
2006-029407
標準

通常 2006-031226

通常:
2006-031717
標準

09,20

215

電子ミラー

指定商品・役務

09

通常:
2006-032074
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.10.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.05 手続補正書
2006.12.05 意見書
2006.12.06 認定･付加情報
2006.12.06 認定･付加情報
2006.12.14 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.13 意見書
2006.12.12 拒絶査定
2007.02.26 手続補正書
2007.02.26 手続補足書
2008.02.01 登録料納付
［登録］
2008.01.08 登録査定書
2008.02.01 設定納付書
2008.02.26 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.09.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.04.28 手続補正指令書(出願)
2006.05.11 手続補正書(方式)
2006.06.15 認定･付加情報
2006.09.01 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))
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

216

217

商標（見本）

商標

ＰＲＯＳＰＥＣ＼プロスペック

定年予備校

種別 出願番号

区分

投資市場

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 意見書
2006.12.08 拒絶査定
2007.01.22 手続補正書
2008.02.27 登録料納付
［登録］
2008.02.27 登録査定書
2008.02.27 設定納付書
2008.03.31 登録証

09,16,36,41

【09】金融・投資又は資産運用に関する学習用コンピュータプログラム，その他の電子応用
機械器具及びその部品，金融・投資又は資産運用に関する電子出版物，耳栓，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電
解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写
機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自
動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，
消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗
難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又
は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装
置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器
具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の
機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロ
ン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，磁心，抵抗線，電極，消防艇，
ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，
溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベル
ト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，金融・投
資又は資産運用に関する録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【16】金融・投資又は資産運用に関する雑誌，金融・投資又は資産運用に関する書籍，事
務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて
名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，電子応用機械器具及
びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲー
ムおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，スロットマシン，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，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，
ガス漏れ警報機，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防
艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防
毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スラ
イドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子
出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録
機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，
製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，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，ウエ
イトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，レギュレー
ター，アーク溶接機，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉自動開閉装置，耳栓
【16】紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック
製ごみ収集用袋，衛生手ふき，型紙，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプキン，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，裁縫用チャ
コ，荷札，印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，青写真複写機，あて名印刷機，印刷用インテル，印字用インクリボン，活字，自動印紙

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.09 手続補正書(方式)
2006.07.07 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 手続補正書
2006.11.21 意見書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定

通常 2006-035532

通常:
2006-036187
標準

通常 2006-037321

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

中間記録

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料
【37】建設工事

09,16,35,36,41

218

指定商品・役務

06,37
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

219

食育研究所

通常:
2006-038646
標準

12,25
220

ブリンブリン

通常 2006-040611

09,16,21,25,28

221

革命戦士

通常 2006-041016

09,16,21,25,28

222

維新軍

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
手帳，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・その他の記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，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，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，その他のレ
コード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオ
ディスク及びビデオテープ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，ダウンロード可能なコン
ピュータプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
【12】自動車並びにその部品及び附属品
【25】被服，パンツ，ワイシャツ，下着，水泳着，和服，靴下，スカーフ，履物

通常 2006-041017

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.26 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.09.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定
2007.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

【09】家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶 【中間記録情報】
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，音楽ＣＤ，映像ビデオディスク及びビデオテープ
［審査］
【16】文房具類，紙類，印刷物，写真，写真立て
2006.04.20 願書
【21】食器類
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【25】被服，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
号)
2006.12.22 拒絶査定
【28】ぱちんこ，マスコット人形
2007.02.02 手続補正書
2007.04.20 却下理由通知書(中間書類)
2007.07.27 手続却下の処分(却下理由)
【09】スロットマシン，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 【中間記録情報】
ログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，音楽ＣＤ，映像ビデオディスク及びビデオ ［審査］
テープ
2006.04.20 願書
【16】文房具類，紙類，印刷物，写真，写真立て
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【21】食器類
条1項11号を除く))
【25】被服，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2006.12.22 拒絶査定
2007.02.02 手続補正書
【28】ぱちんこ，マスコット人形
2007.03.16 却下理由通知書(中間書類)
2007.06.22 手続却下の処分(却下理由)
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No.

223

224

225

226

商標（見本）

商標

革命戦士 長州 力

維新軍 長州 力

長州 力

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09,16,21,25,28

区分

【09】スロットマシン，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，音楽ＣＤ，映像ビデオディスク及びビデオ
テープ
【16】文房具類，紙類，印刷物，写真，写真立て
【21】食器類
【25】被服，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】ぱちんこ，マスコット人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.09.15 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))
2006.12.22 拒絶査定
2007.02.02 手続補正書
2007.04.13 却下理由通知書(中間書類)
2007.07.20 手続却下の処分(却下理由)

09,16,21,25,28

【09】スロットマシン，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，音楽ＣＤ，映像ビデオディスク及びビデオ
テープ
【16】文房具類，紙類，印刷物，写真，写真立て
【21】食器類
【25】被服，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】ぱちんこ，マスコット人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.09.15 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))
2006.12.22 拒絶査定
2007.02.02 手続補正書
2007.04.20 却下理由通知書(中間書類)
2007.07.27 手続却下の処分(却下理由)

09,16,21,25,28

【09】スロットマシン，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，音楽ＣＤ，映像ビデオディスク及びビデオ
テープ
【16】文房具類，紙類，印刷物，写真，写真立て
【21】食器類
【25】被服，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】ぱちんこ，マスコット人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.09.15 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))
2006.12.22 拒絶査定
2007.02.02 手続補正書
2007.04.20 却下理由通知書(中間書類)
2007.07.27 手続却下の処分(却下理由)

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］
2006.06.14 願書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

通常 2006-041018

通常 2006-041019

通常 2006-041020

Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐａｐｅｒ＼デジタルペー
通常 2006-055434
パー

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