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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

商標

ラピットリーキッジテスター

ＳＨＩｍＡｎＯ

Ｔｈｅ翻訳サーバー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

09

【09】検漏計

09

【09】魚群探知機の親機から送られてくる映像を表示する子機とからなる魚群探知機

09,42

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

通常 2000-021967

通常 2003-087089

通常:
2003-115425
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］
2000.02.16 願書
2000.06.14 認定･付加情報
2000.06.23 認定情報通知書
2001.01.12 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.26 再送
2007.01.12 拒絶査定
2007.01.23 再送
【中間記録情報】
［審査］
2003.10.06 願書
2003.10.06 認定･付加情報
2004.03.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2004.04.28 手続補正書
2004.04.28 手続補足書
2004.04.28 代理人受任届
2004.04.28 意見書
2004.06.02 認定･付加情報
2004.06.02 認定･付加情報
2004.06.02 認定･付加情報
2004.09.03 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2004.10.13 手続補正書
2007.01.05 拒絶査定
2007.04.09 手続補正書(方式)
2007.04.09 手続補足書
2007.09.21 登録料納付
［登録］
2007.09.14 登録査定書
2007.09.21 設定納付書
2007.10.09 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2003.12.25 願書
2003.12.26 手続補正書(方式)
2004.03.12 認定･付加情報
2004.04.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2004.06.02 意見書
2004.06.02 認定･付加情報
2004.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.03.28 意見書
2005.03.29 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
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No.

商標（見本）

4

5

6

商標

形状記憶デジタルパーマ

スワンネックカテーテル

ＱＡｓｙｓｔｅｍ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】パーマを行うための美容院用又は理髪店用の機械器具

10

【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
【中間記録情報】
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓 ［審査］
2004.05.26 願書
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，カテー
2004.12.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
テル，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
項16号)
2005.01.31 手続補正書
2005.01.31 手続補足書
2005.01.31 意見書
2005.03.01 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定

09,10

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，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
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき

通常:
2004-040545
標準

通常:
2004-048325
標準

通常:
2004-078047
標準

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

中間記録

11
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【中間記録情報】
［審査］
2004.04.28 願書
2004.04.30 認定･付加情報
2004.11.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.01.05 手続補正書
2005.01.05 意見書
2005.01.05 認定･付加情報
2005.01.05 認定･付加情報
2005.01.12 上申書
2005.01.13 認定･付加情報
2005.06.03 協議命令書
2005.06.03 拒絶理由通知書(条文なし)
2005.09.09 拒絶査定
2005.09.30 庁内書類(その他の庁内書類)
2005.10.14 誤送通知
2006.07.31 くじ実施通知書
2006.09.29 くじ実施結果の調書
2007.01.12 拒絶査定
2007.01.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.20 出願人名義変更届
2007.03.20 手続補足書
2007.04.23 手続補正書(方式)
2007.04.23 手続補足書
2008.02.08 意見書
2008.02.08 手続補足書

【中間記録情報】
［審査］
2004.08.24 願書
2004.08.25 手続補正書(方式)
2004.09.29 認定･付加情報
2005.04.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.05.12 意見書
2005.05.12 代理人受任届
2005.05.23 認定･付加情報
2005.05.23 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.03.07 手続補正書(方式)
2007.03.15 手続補正書
2007.10.10 登録料納付
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.28 登録査定書
2007.10.10 設定納付書
2007.11.06 登録証
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No.

商標（見本）

7

8

9

10

商標

ＰＯＭＲ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】電子出版物
【中間記録情報】
【16】印刷物
［審査］
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，心理療法の教授，心理カウンセリングの教授，電子 2004.08.30 願書
出版物の提供
2004.09.03 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.09.07 職権訂正通知書(職権訂正)
【44】医業，心理療法，心理カウンセリング
2005.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.05.31 意見書
2005.05.31 上申書
2005.06.29 認定･付加情報
2007.01.25 拒絶査定

12

【12】自転車

【中間記録情報】
［審査］
2004.10.04 願書
2004.12.03 手続補正指令書(出願)
2005.06.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.07.13 意見書
2005.09.02 手続補正指令書(中間書類)
2005.09.14 手続補正書
2005.11.11 手続補正指令書(中間書類)
2005.11.25 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

09,41

【09】コンピュータ，ノートブック型コンピュータ，電子出版物（電気通信回線を通じてダウン
ロードにより販売されるものを含む。），コンピュータ周辺機器，コンピュータ用プログラムを
記憶させた記録媒体，データ処理装置用カプラー，ペン型データ入力具（コンピュータ画面
用），読取り装置（データ処理装置），小型電子翻訳機，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・磁気ディスク・その他の記録媒体
【41】オンラインによる書籍の制作，コンピュータを利用して行う書籍の制作，オンラインによ
る図書及び記録の供覧，オンラインによるゲームの提供

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.30 願書
2004.12.07 認定･付加情報
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))
2005.10.25 意見書
2005.10.26 認定･付加情報
2007.01.11 拒絶査定
2007.08.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09

【09】電気通信機械器具の部品及び付属品の磁気データ保護板並びに磁気データ保護
【中間記録情報】
ケース，電子応用機械器具の磁気データ保護板並びに磁気データ保護ケース，携帯用液 ［審査］
2005.02.03 願書
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の磁気データ保護板並びに
2005.03.04 手続補正指令書(出願)
磁気データ保護ケース，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路の磁気
2005.03.23 上申書
データ保護板並びに磁気データ保護ケース，録画済みビデオテープの磁気データ保護板
2005.05.12 認定･付加情報
並びに磁気データ保護ケース，電子出版物の磁気データ保護板並びに磁気データ保護
2005.05.12 認定･付加情報
ケース
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.10.15 手続補正書
2005.10.15 代理人受任届
2005.10.15 意見書
2005.11.02 認定･付加情報
2005.11.02 認定･付加情報
2005.11.02 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定

通常:
2004-079887
標準

カートサイクル＼ＣＡＲＴ ＣＹＣＬ
通常 2004-095386
Ｅ

金山

スキミングガード

通常 2004-109085

通常:
2005-013262
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

09,16,41,44
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10

11

東京デザイン＼ＴＯＫＹＯ ＤＥＳ
通常 2005-017511
ＩＧＮ

19

12

Ｓ ＰＡＣＫ

通常:
2005-020739
標準

06,07,12
13

ＩＴ ＳＰＲＩＮＧ ＷＩＲＥ

通常 2005-024695

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

指定商品・役務
【10】家庭用電気マッサージ器，業務用電気マッサージ器，避妊用具

中間記録

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.16 願書
2005.03.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.03.09 認定･付加情報
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.15 手続補正書
2005.11.15 意見書
2005.12.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.21 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.02.07 手続補正書(方式)
2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.08 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定
2007.02.06 再送
2007.03.08 手続補正書
2007.04.05 手続補正書
2007.05.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2008.05.04 登録料納付
［登録］
2008.03.26 登録査定書
2008.05.04 設定納付書
2008.06.10 登録証
【19】けい石，石こう，その他の建築用又は構築用の非金属鉱物
【中間記録情報】
［審査］
2005.03.10 願書
2005.03.10 認定･付加情報
2005.11.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.18 手続補正書
2005.11.18 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定
【06】鉄及び鋼，ばね（機械要素に当たるものを除く。），扉用金属製ばね（電気式のものを 【中間記録情報】
除く。）
［審査］
【07】緩衝器，ばね（陸上の乗物用のものを除く。），免震装置用ばね，内燃機関用弁ばね
2005.03.22 願書
【12】陸上の乗物用の緩衝器・ばね
2005.10.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.05 意見書
2007.01.23 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

14

お試しソリューションキット

通常:
2005-033924
標準

07

15

ワイングラス型ラバーボウル

ＰＯＲＴＡＢＬＥＴＶ＼ポータブル
ティーヴィー

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.04.15 願書
2005.05.09 手続補正書(方式)
2005.05.24 手続補正指令書(出願)
2005.06.07 認定･付加情報
2005.06.23 上申書
2005.06.28 認定･付加情報
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.06 意見書
2006.01.10 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定

【09】ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像・映画，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，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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，
エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，計算尺
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.19 願書
2005.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.26 意見書
2005.12.26 手続補足書
2006.01.30 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定

通常:
2005-034568
標準

09,35,38,41,45

16

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

通常 2005-044114

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.04.06 願書
2005.04.26 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.21 物件提出書
2006.01.26 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

2008/10/16
7／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10,25,28,29,30,41

17

保健体育

通常:
2005-044977
標準

09,16,45

18

ハザードデータセット＼Ｈａｚａｒｄ
通常 2005-046238
Ｄａｔａｓｅｔ

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

指定商品・役務
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【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，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），みそ，ウースターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょ
うゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のた
れ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッ
チ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，
ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のも
と，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
【41】当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提供，献体の手配，動物の調教，植物
の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の
供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運
営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送
【09】電気通信機械器具，通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な電子計算機用プ
ログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード等の記録媒体，その他の電子計
算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード等の記録媒体，未記録
の磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード等の記録媒体，電子計算機用プログラム，その他の
電子応用機械器具及びその部品，通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な音楽，
通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像，通信ネットワークを通じてダウンロー
ドが可能な電子出版物その他の電子出版物，新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・
文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク，その他の録画済みビデ
オディスク及びビデオテープ，レコード，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，業務用テレビゲーム機，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶さ
せた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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
【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用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，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，地図，衛星画像を内容とする印刷物，その他の印刷物，書画，写真，写真立て
【45】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ファッ
ションに関する情報の提供その他のファッションに関する情報の提供，インターネット上の
ウェブサイトから提供される新聞・雑誌記事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新聞・雑誌・書籍に掲載された記
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.23 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.13 手続補正書
2006.01.13 意見書
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.19 意見書
2007.01.05 拒絶査定

2008/10/16
8／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42,45

19

ケータイお探しサービス

通常 2005-049277

09,38,41,42,45

20

ケータイあんしんパック

通常 2005-049286

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】携帯用通信機械器具，携帯電話用ストラップ，カーナビゲーション装置及びその部
品，その他の電気通信機械器具，電子計算機端末装置，電子計算機端末による通信を通
じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム，移動体電話による通
信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，携帯情報端末，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・
電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷
物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，
携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真
機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を
記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，ダウンロード可能な電子出版物，
ダウンロード可能な画像（動画・静止画を含む）・音楽・音声，ダウンロード可能な家庭用テ
レビゲームおもちゃ用プログラム，カメラその他の写真機械器具
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，移動体電話・電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続の提供，無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，移動体電話・
電子計算機端末による無線ＬＡＮへの接続の提供，電子メールその他の電子計算機端末
による通信，電子掲示板通信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・
音声・画像・データの伝送交換，その他の電気通信（放送を除く。），電話機・ファクシミリそ
の他の通信機器の貸与，インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送
る放送，インターネットによる音声その他の音響を送る放送
【41】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供，電子
計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う電子出版物の提供，その他の電子出版
物の提供，電子計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催，図書及び記録
の供覧に関する情報の提供，電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・
音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供，娯楽
情報の提供
【09】携帯用通信機械器具，携帯電話用ストラップ，カーナビゲーション装置及びその部
品，その他の電気通信機械器具，電子計算機端末装置，電子計算機端末による通信を通
じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム，移動体電話による通
信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，携帯情報端末，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・
電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷
物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，
携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真
機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を
記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，ダウンロード可能な電子出版物，
ダウンロード可能な画像（動画・静止画を含む）・音楽・音声，ダウンロード可能な家庭用テ
レビゲームおもちゃ用プログラム，カメラその他の写真機械器具
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，移動体電話・電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続の提供，無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，移動体電話・
電子計算機端末による無線ＬＡＮへの接続の提供，電子メールその他の電子計算機端末
による通信，電子掲示板通信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・
音声・画像・データの伝送交換，その他の電気通信（放送を除く。），電話機・ファクシミリそ
の他の通信機器の貸与，インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送
る放送，インターネットによる音声その他の音響を送る放送
【41】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供，電子
計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う電子出版物の提供，その他の電子出版
物の提供，電子計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催，図書及び記録
の供覧に関する情報の提供，電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・
音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供，娯楽
情報の提供

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.02 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.20 意見書
2006.01.20 手続補足書
2006.02.17 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.02 願書
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.26 意見書
2006.08.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.09 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35

21

Ｓｋｉｌｌ／ｍａｐ＼スキルマップ

通常 2005-050016

10

22

遠赤温座 えんせきおんざ

通常:
2005-054788
標準

09,41

23

ロジックパズル

通常:
2005-062060
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】電気通信機械器具，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，電子出版物，
【16】紙類，文房具類，書籍などの印刷物，書画，写真，写真立て
【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，職業のあっせん，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，書類の複製，文書又は磁気テープの
ファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操
作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及
びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.03 願書
2005.06.06 認定･付加情報
2005.08.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.02 刊行物等提出書
2005.12.12 意見書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.01.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.01.11 刊行物等提出による通知書
2006.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.20 上申書
2006.05.22 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.03.09 手続補正書
2007.03.15 手続補正書
2007.03.15 出願人名義変更届
2007.03.16 物件提出書
2007.03.16 手続補足書
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
【中間記録情報】
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓 ［審査］
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用 2005.06.17 願書
機械器具，治療用機械器具，赤外線灯治療器，遠赤外線灯治療器，家庭用電気マッサー 2005.06.20 認定･付加情報
2005.12.21 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
ジ器，座椅子マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
2006.01.30 意見書
2006.01.30 手続補足書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.02.27 認定･付加情報
2006.10.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.04 拒絶査定
【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 2005.07.06 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，ウェットスーツ，浮袋， 2005.07.06 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
みビデオディスク及びビデオテープ
2006.03.06 手続補正書
【41】インターネットまたはコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用したゲームの提 2006.03.06 意見書
2006.03.06 認定･付加情報
供及びこれに関する情報の提供
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.29 出願人名義変更届(一般承継)
2006.05.02 手続補正書
2007.01.16 拒絶査定
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No.

24

25

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.08 意見書
2006.03.08 手続補足書
2006.04.05 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書
2007.05.07 手続補足書
2008.04.14 登録料納付
［登録］
2008.04.05 登録査定書
2008.04.14 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
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
【19】建築・土木工事における施工物の設置高さ調整に用いる樹脂製レベル調整部材

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.22 意見書
2006.02.23 手続補足書
2006.03.27 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

エコバス＼ＥＣＯバス＼ＥＣＯＢ
通常 2005-062159
ＡＴＨ

ＤＩＧＩＴＡＬ ＰＥＲＣＵＳＳＩＯＮ＼
通常 2005-062185
デジタルパーカッション

グリーンプレート

通常:
2005-068371
標準

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

中間記録

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

19

26

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.22 意見書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.30 手続補正指示書(審査官)
2006.05.08 手続補正書
2006.05.08 意見書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.09 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定
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No.

27

28

商標（見本）

商標

銀シャリ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 手続補正書
2006.03.20 手続補足書
2006.03.20 意見書
2006.04.18 認定･付加情報
2007.01.23 拒絶査定

09,42

【09】電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクに記録した電子出版
物，その他の電子出版物，電気通信機械器具，コンピュータ用プログラムを記憶させた電
子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の記録媒体，コン
ピュータプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，耳栓，加工ガラス（建築
用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検
卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計
算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシ
ステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売
機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火
栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警
報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機
械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗
物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写
真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器
具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電
気式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用
シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼
鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運
動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，計算尺，レコード，メトロ
ノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィ
ルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ
【42】コンピュータウイルスの種類・特徴・傾向・侵入又は感染事例・駆除方法・防御策・対
【09】移動体電話機その他の電話機械器具のためのダウンロード可能な着信音・着信音
声，その他のダウンロード可能な着信音・着信音声，移動体電話機その他の電話機械器
具のためのダウンロード可能な待ち受け用の音声付き画像（動画及び静止画を含む），移
動体電話機その他の電話機械器具のためのダウンロード可能なキャラクター等の画像（動
画及び静止画をも含む）・音声付き画像（動画及び静止画を含む）・映像・文字データ，その
他のダウンロード可能な画像（動画及び静止画を含む）・音声・文字データ，通信回線を通
じてダウンロードされる移動体電話機用音声データ・音楽データ（着信メロディデータ）・画
像（動画及び静止画をも含む）データ・文字データ・待ち受け用の音声付画像（動画及び静
止画をも含む）データを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ＲＡＭ・ＲＯＭ等の記録媒
体，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－
ＲＯＭ・ＤＶＤ・ＲＡＭ・ＲＯＭ等の記録媒体，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィル
ム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，コンピュータネットワークを通じ
てダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラムその他のコンピュータプログ
ラム，ダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラムその他のコンピュータプ
ログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ＲＡＭ・ＲＯＭ等の記録媒体，ダウン
ロード可能な移動体電話機用（携帯電話機を含む）のゲームプログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプロ
グラム，その他の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・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ＲＡＭ・ＲＯＭ等の記録媒体，携帯用液
晶画面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・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ＲＡ
Ｍ・ＲＯＭ等の記録媒体，電気通信機械器具，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，

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.17 願書
2005.08.17 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.12 意見書
2006.04.12 手続補足書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.05.17 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

通常:
2005-068603
標準

Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｒｅｐｕｔａｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉ 通常:
2005-076787
ｃｅ
標準

エロ着＼ＥＲＯＣＨＡＫＵ

通常 2005-079065

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

中間記録

【11】電気炊飯器

09

29

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 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)
2007.01.12 拒絶査定

2008/10/16
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No.

30

31

32

33

商標（見本）

商標

ｍａｋｅｍｕｓｉｃ

光パワー

ばりかんやすり

ＴＷＩＮ ＤＲＩＶＥ

種別 出願番号

区分

ＳＱ―Ｒ

09

【09】蓄電池（乗物用）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 意見書
2006.06.01 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定

08

【08】園芸ばさみ，金切ばさみ，つめ切り，つめはさみ，にぎりばさみ，はさみ刃，洋ばさみ，
らしゃばさみ，理髪用ばさみ，薄刃ほうちょう，押し切り，折り畳みナイフ，ガラス切り，果物
ナイフ，魚のうろこ取り用ナイフ，削蹄刃，刺し身ばうちょう，畳ぼうちょう，彫刻刃，出刃ぼう
ちょう，ドローナイフ，菜切りぼうちょう，肉切りぼうちょう，手動バリカン，かんな，のこぎり，
のみ，おの，鎌，なた，まさかり，くわ，鋤，電気かみそり及び電気バリカン，切削工具類（手
持ち工具に当るものに限る。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

12

【12】船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。），エアクッション艇，航空
機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，自動車並びにそ
の部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，乳母車，人力
車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，車いす，荷役用索道，カーダンパー，カープッ
シャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動力機械（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，陸上の乗物用の交流電動
機又は直流電動機（その部品を除く。），タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片，乗
【10】脊椎手術に用いられるロッド，その他の医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

優先 2005-085325

通常 2005-089142

通常:
2005-093328
標準

通常:
2005-093836
標準

通常:
2005-093921
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】音楽を作曲・演奏・公表・編曲し譜面を印刷するためのコンピュータソフトウェア，その 【中間記録情報】
［審査］
他のコンピュータソフトウェア，電子応用機械器具及びその部品
2005.09.12 願書
2005.12.08 優先権証明書提出書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.19 意見書
2007.01.23 拒絶査定

10

34

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.04.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.26 期間延長請求書
2006.07.26 認定･付加情報
2007.01.11 拒絶査定

2008/10/16
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No.

35

36

37

38

商標（見本）

商標

ＷＨＩＴＥ ＆ ＳＨＩＮＥ

ＣＨＩＰＷＡＲＥ

二世帯墓石

長州ファイブ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【03】マウスウォッシュ（医療用のものを除く。），口内洗浄剤（医療用のものを除く。），口臭 【中間記録情報】
消臭剤（医療用のものを除く。），ジェル状の歯磨き，漂白成分を含む歯磨き，美白効果を ［審査］
有する歯磨き，その他の歯磨き，化粧落とし剤，その他の化粧品，せっけん類，香料類
2005.10.07 願書
2005.12.27 優先権証明書提出書
【05】漂白用歯科用剤，歯科用剤，口腔用剤，口中清涼剤，医療用口腔洗浄液，歯科用
チューインガム，歯科用トローチ，その他の薬剤，歯科用研磨剤，その他の歯科用材料
2006.02.02 認定･付加情報
【10】歯科用機械器具，歯科用使い捨てトレイ，その他の医療用機械器具
2006.02.02 認定･付加情報
【21】歯ブラシ，その他の化粧用具，ようじ，ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ブラシ，
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
洗浄用・洗顔用又は入浴用のスポンジ，スポンジ入れ
2006.08.02 意見書
2006.08.03 手続補足書
2006.09.07 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.06 手続補正書
2006.10.06 代理人受任届
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.30 手続補正指令書(中間書類)
2006.12.05 認定･付加情報
2006.12.07 上申書
2006.12.07 認定･付加情報
2007.01.25 拒絶査定

09,42

【09】コンピュータチップ，電子チップ，集積回路，コンピュータソフトウェア，コンピュータハー
ドウェア，コンピュータファームウェア，電子ハードウェア，電子応用機械器具及びその部
品，電気通信機械器具
【42】コンピュータチップ・電子チップ・集積回路の設計及びその助言，知的財産権のライセ
ンス及びその助言，コンピュータソフトウェアのライセンス及びその助言

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
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))
2007.01.05 拒絶査定

19

【19】墓用石材，墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

優先:
2005-093971
標準

通常:
2005-093990
標準

通常 2005-094069

通常:
2005-094997
標準

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

中間記録

03,05,10,21
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No.

39

40

41

42

43

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【10】人工肘関節，その他の医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.09 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，懸賞を内容とするテレビ番組 【中間記録情報】
［審査］
に関する電子出版物
2005.10.14 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.15 手続補正書
2007.01.15 認定･付加情報
2007.01.15 認定･付加情報
2007.01.15 手続補足書
2007.01.15 意見書
2007.01.26 拒絶査定
2007.02.09 認定･付加情報

09,10,25,28,41,44

【09】四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングを内容と
する録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＤＶＤ・その他の記録媒体
【10】医療用の圧力を加えるベルト，チューブに入れた空気の空気圧により締付け力が可
変にされた医療用ベルトと、その医療用ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御す
る装置とを有する医療用空圧式筋肉増強トレーニング装置及びその部品・付属品
【25】四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニング用衣服，
圧力を加えるベルトを用いたトレーニング用衣服・タイツ
【28】トレーニング用の圧力を加えるベルト，チューブに入れた空気の空気圧により締付け
力が可変にされたトレーニング用ベルトと、そのトレーニング用ベルトのチューブに入れる
空気の空気圧を制御する装置とを有する空圧式筋肉増強トレーニング装置（医療用のもの
を除く。）及びその部品・付属品
【41】四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングの教授，
四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングの指導者・イン
ストラクターの養成教育，四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るト
レーニングの指導者・インストラクター資格の認定，四肢の基端付近に圧力を加えることに
よって、筋肉増強を図るトレーニングに関する講習会・セミナーの企画・運営又は開催，四
肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングのための運動施
設の提供，トレーニング用の圧力を加えるベルトの貸与，チューブに入れた空気の空気圧
により締付け力が可変にされたトレーニング用ベルトと、そのトレーニング用ベルトの
チューブに入れる空気の空気圧を制御する装置とを有する空圧式筋肉増強トレーニング装
置（医療用のものを除く。）及びその部品・付属品の貸与
【44】運動療法・その他の理学療法，医療情報の提供，医療用の圧力を加えるベルトの貸
与，チューブに入れた空気の空気圧により締付け力が可変にされた医療用ベルトと、その
医療用ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する装置とを有する医療用空圧式
筋肉増強トレーニング装置及びその部品・付属品の貸与

Ｊ Ａｌｕｍｉｎａ Ｃｅｒａｍｉｃ Ｅｌｂｏ 通常:
2005-095038
ｗ
標準

カーフィットシリーズ

Ｆｕｌｌ ＳＰＥＥＤ

懸賞テレビ

加圧トレーニング

通常:
2005-095343
標準

通常:
2005-095344
標準

通常:
2005-096323
標準

通常:
2005-096978
標準

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

中間記録

10
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.02 意見書
2006.10.04 手続補足書
2006.11.01 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.12 手続補正書(方式)
2007.04.12 手続補正書
2007.04.12 手続補足書
2007.05.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.04 刊行物等提出書
2007.06.13 刊行物等提出書
2007.07.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.31 手続補正書
2007.12.04 登録料納付
2008.02.13 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.08.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.04 登録査定書
2007.12.04 設定納付書
2008.01.08 登録証

2008/10/16
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No.

44

45

46

47

商標（見本）

商標

スリムダクト

§ＥｃｏＡｌｕｍｉ

種別 出願番号

区分

12

【12】自転車並びにその部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

09

【09】音楽・メロディーを記録したＣＤ・ＤＶＤ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

10

【10】椎体交換機器，脊髄の人工装具（人工脊髄），脊椎固定用インプラント，ポリマーを使 【中間記録情報】
［審査］
用した整形外科用インプラント，その他の医療用機械器具
2005.10.19 願書
2005.11.25 優先権証明書提出書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 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］
2005.10.21 願書
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2005.10.21 認定･付加情報
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知 項16号)
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告 2007.01.05 拒絶査定
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル

通常 2005-097322

通常 2005-097531

島人ぬ宝＼シマンチュヌタカラ
＼シマビトヌタカラ＼トージンヌ 通常 2005-098023
タカラ

ＱＵＡＮＴＵＭ ＯＲＴＨＯＰＥＤＩＣ 優先:
2005-098089
Ｓ
標準

ハードディスクセーバー

通常:
2005-098574
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】暖冷房装置の配管用の金属製のダクト，ルームクーラー・ルームエアコンディショナー 【中間記録情報】
の配管用の金属製のダクト
［審査］
2005.10.18 願書
【19】暖冷房装置の配管用のプラスチック製のダクト，ルームクーラー・ルームエアコンディ
2006.05.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ショナーの配管用のプラスチック製のダクト
2006.07.04 意見書
2006.07.04 手続補足書
2006.08.02 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.04.05 手続補正書(方式)
2007.04.06 上申書
2007.04.10 手続補正書

09

48

指定商品・役務

06,19

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

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

49

マルチサービスプラットフォーム

通常:
2005-098577
標準

09,42

50

マルチサービスゲートウェイ

通常:
2005-098578
標準

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

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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.05 拒絶査定
2007.02.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/10/16
17／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

51

マルチサービスリーダライタ

通常:
2005-098579
標準

07
52

53

54

55

リニアレールドライブ

リニアガイドドライブ

Ｈｏｄａｋａ

実機レス検証

通常:
2005-098585
標準

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

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，化学機械器具，繊維機械器具， 【中間記録情報】
プラスチック加工機械器具，産業機械器具，ミシン，ガラス器製造機械，動力機械器具，機 ［審査］
2005.10.21 願書
械式の接着テープディスペンサー，風水力機械器具，半導体製造装置，金属加工機械器
2005.10.21 認定･付加情報
具用位置決め装置・位置決め機械器具，半導体製造装置，半導体製造装置用位置決め
装置・位置決め機械器具，その他器具で他の類に属しないもの，これの部品及び付属品， 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))
機械要素
2007.01.12 拒絶査定

12

【12】自転車並びにその部品及び附属品

09,42

【09】電子計算機用プログラム，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機 【中間記録情報】
械器具，回転変流機，調相機，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子応用機械器具 ［審査］
及びその部品，電子出版物
2005.10.24 願書
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用 2005.10.24 認定･付加情報
プログラムの提供，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
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，電子計算機・自動車そ 項16号)
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 2007.01.09 拒絶査定
必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の
試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研
究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関
する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，計測器の貸与，理化学機械

通常 2005-099462

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.10.21 願書
2005.10.21 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))
2007.01.12 拒絶査定

07
通常:
2005-098586
標準

通常 2005-099468

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.05.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 意見書
2006.06.20 手続補足書
2006.07.19 認定･付加情報
2007.01.25 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

56

57

58

59

60

61

商標（見本）

商標

Ｎ－ＥＣＩ

エヌ イーシーアイ

ニュウイーシーアイ

ＲＬ

ＴＬ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【12】自動車並びにその部品及び附属品

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品

12

【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車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，電動三輪車並びにその部品及び附属品，乳母車，人力車，
そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

12

【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車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，電動三輪車並びにその部品及び附属品，乳母車，人力車，
そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部 【中間記録情報】
品，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－ＲＯ ［審査］
Ｍ，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物 2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 意見書
2006.08.11 認定･付加情報
2006.08.14 手続補足書
2006.09.11 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶査定
2007.05.22 手続補正書(方式)
2007.05.22 手続補足書
2008.03.06 登録料納付
［登録］
2008.02.18 登録査定書
2008.03.06 設定納付書
2008.03.25 登録証

通常:
2005-099589
標準

通常:
2005-099590
標準

通常:
2005-099591
標準

通常 2005-099787

通常 2005-099788

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｐｒｏｖｉ 通常:
2005-099942
ｄｅｒ
標準

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

中間記録

12
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.12 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.12 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.12 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 上申書
2006.06.21 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 上申書
2006.06.21 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

62

63

商標（見本）

商標

Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｅｒｍｉｎａｌ

リダクター＼ＲＥＤＵＣＴＯＲ

種別 出願番号

区分

65

66

ＴＯＳＵＳＨＵＴＴＥＲ

ホワイト＆シャイン

プラズマ洗浄

11

【11】廃水処理装置，廃水浄化装置，工業用浄水装置，浄水装置，汚水浄化槽，し尿処理 【中間記録情報】
槽，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 ［審査］
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 2005.10.26 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
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
2006.02.15 手続補足書
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，電球類及び照明用器具，家庭 2006.03.16 認定･付加情報
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 2006.03.16 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，ガ
スランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，洗 項)
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 2006.06.08 手続補正書
2006.07.14 職権訂正履歴(職権訂正)
理槽，化学物質を充てんした保温保冷具，火鉢類
2006.07.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.16 意見書
2006.12.15 手続補正指令書(中間書類)
2007.01.12 拒絶査定
【06】金属製シャッター
【中間記録情報】
［審査］
【19】シャッター（金属製のものを除く。）
2005.11.10 願書
2005.11.10 認定･付加情報
2006.05.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.25 意見書
2006.07.25 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

通常:
2005-100047
標準

通常 2005-100321

通常:
2005-105629
標準

03,05,10,21

【03】マウスウォッシュ（医療用のものを除く。），口内洗浄剤（医療用のものを除く。），口臭 【中間記録情報】
消臭剤（医療用のものを除く。），ジェル状の歯磨き，漂白成分を含む歯磨き，美白効果を ［審査］
有する歯磨き，その他の歯磨き，化粧落とし剤，その他の化粧品，せっけん類，香料類
2005.11.10 願書
2005.11.10 認定･付加情報
【05】漂白用歯科用剤，歯科用剤，口腔用剤，口中清涼剤，医療用口腔洗浄液，歯科用
チューインガム，歯科用トローチ，その他の薬剤，歯科用研磨剤，その他の歯科用材料
2006.06.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【10】歯科用機械器具，歯科用使い捨てトレイ，その他の医療用機械器具
項16号)
【21】歯ブラシ，その他の化粧用具，ようじ，ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），デンタル 2006.09.22 意見書
2006.09.22 手続補足書
フロス，ブラシ，洗浄用・洗顔用又は入浴用のスポンジ，スポンジ入れ
2006.10.06 代理人受任届
2006.11.30 認定･付加情報
2006.11.30 認定･付加情報
2006.11.30 認定･付加情報
2007.01.11 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類

通常:
2005-105687
標準

通常 2005-107134

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】軸受，軸継ぎ手，バルブ
【中間記録情報】
［審査］
【09】配電用又は制御用の機械器具，電線，ケーブル，搬送機械器具，無線通信機械器
2005.10.13 願書
具，遠隔測定制御機械器具，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
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
記憶させた電子回路，磁気ディスク，磁気テープその他の周辺機器を含む。），電子回路
項16号)
（電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。），集積回路
2007.01.12 拒絶査定

06,19

64

指定商品・役務

07,09
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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
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 意見書
2006.09.22 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

67

68

69

商標（見本）

商標

ファイア ドライ エコ

スクラッチタイル調

マット

種別 出願番号

区分

71

72

73

バニラオレンジ

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 2006.08.25 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
2007.01.26 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 2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料
号)
2007.01.26 拒絶査定
【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 2006.08.25 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
2007.01.26 拒絶査定

通常 2005-107358

通常:
2005-107381
標準

通常:
2005-107382
標準

通常:
2005-107392
標準

ルーフバーナー

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.12 拒絶査定

09

【09】家庭用洗濯機の付属装置，漏水警報装置，電子ブザー

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.05.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.12 拒絶査定
2007.02.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

11

【11】火葬炉

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.24 意見書
2007.01.23 拒絶査定

通常:
2005-109099
標準

通常:
2005-113992
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.04 拒絶査定

10
医療用除菌水生成器＼ハイトッ
通常 2005-108530
プ

漏水ストッパー

中間記録

【09】消火器

19
70

指定商品・役務

09
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

74

75

商標（見本）

商標

オバセラ

ポーラスチャック

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

03,10,41,44

区分

【03】歯磨き，化粧品，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗
濯用ふのり，せっけん類，香料類，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み
抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ
毛
【10】医療用機械器具
【41】歯科・医科医療に関する知識の教授，電子出版物の提供，図書・記録及び資料の供
覧，出版物の企画・編集・制作，セミナーの企画・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。），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。）
【44】歯科口腔外科・矯正歯科・その他の歯科医業，医業，医療情報の提供，健康診断，調
剤，インターネットを利用した医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤に関する情
報の提供，医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤に関する助言及びコンサル
ティング，歯科治療を通じて達成される健康増進についての指導，健康管理に関する助言
及びコンサルティング，歯の漂白，美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び
指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医療用機械器具の貸与，美容院用又
は理髪店用の機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.08 手続補正書
2006.08.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.08 意見書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.05 拒絶査定
2007.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.13 登録料納付
［登録］
2008.02.08 登録査定書
2008.02.13 設定納付書
2008.03.11 登録証

07

【07】半導体製造装置，半導体ウェーハ加工機械器具及びその部品，チャック（機械部品） 【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.08 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.30 手続補正書
2006.08.30 意見書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.31 物件提出書
2006.09.29 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定
【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電線及びケーブル，電気通信 【中間記録情報】
［審査］
機械器具，電子応用機械器具及びその部品，ロケット，レコード，映写フィルム，スライド
2005.12.09 願書
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
2006.01.17 手続補正指令書(出願)
版物
2006.01.18 手続補正書(方式)
2006.01.19 認定･付加情報
2006.01.19 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.04 意見書
2006.10.04 手続補足書
2006.11.02 認定･付加情報
2007.01.23 拒絶査定
2007.04.24 手続補足書
2007.06.01 手続補正書(方式)
2007.06.01 手続補足書
2007.10.02 手続補正書
2008.03.19 登録料納付
［登録］
2008.02.26 登録査定書
2008.03.19 設定納付書
2008.04.08 登録証

通常 2005-115121

通常:
2005-115195
標準

09

76

ＷｉＢｒｏ

通常:
2005-115966
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.

77

78

79

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

09

【09】電子計算機用プログラム

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

09,12,35,37,39

【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，ウェイトベルト，ウェットスーツ，浮袋，運動用
保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽
器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，
スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，
電子出版物
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
【09】電子計算機，コンピュータメモリハードウェア，電子計算機の機能をデータ記憶装置お
よび個人用ツールデバイスとしての機能に変換可能な電子計算機の部品，半導体記憶装
置，ＵＳＢ装置，ＵＳＢ操作ソフトウェア，ＵＳＢ器具，ＵＳＢフラッシュ器具，データ記憶装置
の機能の利用を容易にし、データを安全にし、データの利用を安全にし、また、他のソフト
ウェアアプリケーションやコンピュータのコントロールおよび実行のためのデータ記憶装置
のための電子計算機およびコンピュータソフトウェア，コンピュータ用記憶装置，電子回路
板および印刷回路板，集積回路チップ，フラッシュメモリーコンポーネントにトラディショナル
ハードディスクを模倣させるコンピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェア，コンピュータ
オペレーティングプログラム，ローカルエリアネットワーク・仮想専用ネットワーク・広域ネッ
トワーク・グローバルコンピュータネットワークに遠方からアクセスおよび通信を生成し、容
易化し、操作するコンピュータおよびコンピュータソフトウェア，専用部材として用いられる専
用装置のためのコンピュータソフトウェア，データと情報の収集・編集・組織・修正・記録・伝
導・記憶および共用のためのコンピュータソフトウェア，確認トークンおよび証明確認ソフト
ウェア，コンピュータデータの記録用のテープ，クライアントサーバソフトウェア，装置管理ソ
フトウェア，装置構成ソフトウェア，装置とコンピュータ間のデータ移送を管理するソフトウェ
ア，コンピュータファームウェア、即ち、コンピュータ操作システムソフトウェア，コンピュータ
電話ソフトウェアおよびＳＩＭカード用ソフトウェア，ＵＳＩＭカード，ＳＩＭカード，外付けＵＳＢイ
ンターフェイスおよび外付けマルチメディアカードインターフェイスを加えたＵＳＩＭカードなら
びにＳＩＭカード，公開および専用ネットワークの確認を安全にするためおよびそれらのネッ
トワークの通信を安全にするための暗号エンジン，コミュニケーションネットワークにアクセ
スするモバイル用ソフトウェアおよびソフトウェアを含む電子暗号スマートカードならびにコ
ンピュータミニカード，暗号置換ソフトウェア，フラッシュメモリーカード，データ記憶装置を安
全にするフラッシュメモリディスク装置，不揮発性および揮発性記憶装置，マルチチップパッ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.22 期間延長請求書
2007.01.09 拒絶査定

道具屋∞ＤＯ－ＧＯＯ－ＹＡＨ＼
通常 2005-117116
職人御用達店

スキャン ｄｅ ｅ 文書

§ＳＷＳ

Ｍ‐ＳＹＳＴＥＭＳ

通常:
2005-117120
標準

通常 2005-117601

通常 2005-118547

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【08】手動利器，手動工具，すみつぼ類，皮砥，鋼砥，砥石
【37】木工機械器具の修理又は保守測量機械器具の修理又は保守金属加工機械器具の
修理又は保守製材用木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守

09,42

80

指定商品・役務

08,37
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 期間延長請求書
2006.10.13 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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81

82

83

84

85

商標（見本）

商標

ヒ－リングスト－ン

ヒ－リングウォ－ル

種別 出願番号

区分

母子手帳

19

【19】珪藻土を主材とする壁材，しっくい製壁材，石膏製壁材，石灰製壁材，石英片岩を含 【中間記録情報】
んでなる建築用壁材，土製壁材，建築用又は構築用の非金属鉱物，石材，鉱物性基礎材 ［審査］
2005.12.19 願書
料，セメント及びその製品
2006.02.10 手続補正指令書(出願)
2006.04.07 手続補正書(方式)
2006.05.10 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

19

【19】セメント及びその製品，セメント製建造物組立てセット，セメント製土砂崩壊防止用植 【中間記録情報】
生板，セメント製窓口風防通話板，セメント製区画表示帯，セメント製人工魚礁，セメント製 ［審査］
吹付け塗装用ブース，セメント製送水管用バルブ，セメント製貯蔵槽類，セメント製建具，セ 2005.12.21 願書
2006.01.19 早期審査に関する事情説明書
メント製灯ろう，セメント製飛び込み台
2006.02.15 認定･付加情報
2006.03.02 早期審査に関する報告書
2006.03.07 早期審査選定結果の通知書
2006.04.03 早期審査に関する事情説明書
2006.04.07 早期審査に関する報告書
2006.04.11 早期審査選定結果の通知書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 意見書
2007.01.30 拒絶査定

09

【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具
2005.12.21 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.10 意見書
2007.01.30 拒絶査定
2008.03.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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，家畜
の繁殖管理用コンピュータプログラム，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

通常:
2005-118922
標準

通常:
2005-118924
標準

通常:
2005-119800
標準

通常:
2005-119804
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】建築用又は構築用の非金属鉱物，石材，鉱物性基礎材料，珪藻土を主材とする壁
【中間記録情報】
材，セメント及びその製品，しっくい製壁材，石膏製壁材，石灰製壁材，石英片岩を含んで ［審査］
2005.12.19 願書
なる建築用壁材，土製壁材
2006.02.10 手続補正指令書(出願)
2006.04.07 手続補正書(方式)
2006.05.12 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

シリカフュームプレミックスセメン 通常:
2005-119786
ト
標準

選んで着信

指定商品・役務

19
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.01.11 代理権変更届
2006.01.11 手続補足書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.02.07 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))
2006.07.27 意見書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.07.27 手続補足書
2006.07.27 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定
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87

88

89

90
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商標

兼元

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【06】刀を模した金属製置物，銃を模した金属製置物

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.06.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 意見書
2007.01.05 拒絶査定

06

【06】刀を模した金属製置物，銃を模した金属製置物

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.06.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.10 意見書
2007.01.05 拒絶査定

06

【06】刀を模した金属製置物，銃を模した金属製置物

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.06.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 意見書
2007.01.05 拒絶査定

06

【06】刀を模した金属製置物，銃を模した金属製置物

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.06.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 意見書
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.15 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

06

【06】亜鉛めっき鋼板，カラー鋼板，その他の鉄及び鋼，金属製屋根瓦，金属製壁材，その 【中間記録情報】
他の建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製構造物組立セット，金属製建造物組立 ［審査］
2005.12.22 願書
セット
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.04 手続補正書
2006.08.04 意見書
2007.01.05 拒絶査定

通常 2005-120142

エクスキャリバー＼ＥＸＣＡＬＩＢＵ
通常 2005-120143
Ｒ

丹下左膳

濃州孫六

Ｊ板

通常 2005-120144

通常 2005-120145

通常:
2005-120224
標準

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

中間記録

06
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

91

92

商標（見本）

商標

§ＡＰ２Ｃｈｅｃｋｅｒ

ＢＲＥＥＣＨ－ＬＯＣＫ

種別 出願番号

区分

立体商標

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.07.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.24 意見書
2006.08.24 手続補足書
2006.09.22 認定･付加情報
2007.01.10 拒絶査定
2007.04.03 手続補正書(方式)
2007.04.03 手続補足書
2008.01.31 登録料納付
［登録］
2008.01.09 登録査定書
2008.01.31 設定納付書
2008.02.19 登録証

11

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.19 期間延長請求書
2006.11.24 意見書
2007.01.09 拒絶査定

【03】顔及び身体用クリーム，顔及び身体用ローション，顔及び身体用乳液，美顔用パッ
ク，ボディケアー用化粧品，香水類，クリーム，ローション，乳液，ヘアークリーム，ヘアー
ローション，その他の化粧品，シャンプー，その他のせっけん類，歯磨き，精油，その他の
香料類
【10】美容マッサージ器，医療用マッサージ器

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.07.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.19 期間延長請求書
2007.01.10 拒絶査定

通常 2005-120326

通常:
2005-120549
標準

通常:
2005-120720
立体

03,10
94

ＨＯＷ ＷＥＬＬ ＤＯ ＹＯＵ＼Ｗ
通常 2005-120857
ＡＮＴ ＴＯ ＬＩＶＥ？

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】無線ＬＡＮアクセスポイント検出装置，無線ＬＡＮ通信品質評価装置，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

11

93

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.16 期間延長請求書
2006.11.14 手続補正書
2006.11.14 手続補足書
2006.11.14 意見書
2006.12.15 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.18 手続補正書
2006.12.18 認定･付加情報
2006.12.18 認定･付加情報
2006.12.18 意見書
2007.01.17 拒絶査定

11

【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，電気通信機械
器具，電子応用機械器具及びその部品，電気ブザー，火災報知機，盗難警報器，ガス漏
れ警報器，煙検知器，スプリンクラー消火装置，磁心，抵抗線，電極，映写フィルム，スライ
ドフィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【42】建築物の設計，水質検査，照度検査，測量，地質の調査，環境影響評価，環境保全・
省エネルギーのための医薬品の試験又は研究に関する情報の提供，環境保全・省エネル
ギーのための農業・畜産・水産・建築・土木・電気・公害の防止・機械器具に関する試験又
は研究に関する情報の提供，環境設備システムに関するエンジニアリング，環境保全に取
り組むための産業設備・研究所などの建築設備や機器の設計，生産設備の最適運営のた
めの機器の設計に関する助言・提案，機械製造プラントに関するエンジニアリング，計測・
制御システムに関するエンジニアリング，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）
又はこれらにより構成される設備の設計，デザインの考案，電子計算機・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・説明及び助言，電子計算機のプログラムの設
計・作成若しくは保守又はこれらに関する情報の提供，電子計算機用プログラムの提供，
コンピュータ又は電子部品の設計に関する情報の提供，通信ネットワークの構築のための
コンピュータ・コンピュータソフトウエアの設計及びそれに関する情報の提供，電子計算機
の環境設定に関する助言及びその情報の提供，電子計算機の導入及び利用に関する指
導又は情報の提供，通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びそれらに関する
情報の提供，科学技術情報の提供，機械器具に関する試験又は研究，通信ネットワーク
上で利用可能な情報を閲覧するためのコンピュータプログラムの設計・作成又は貸与，電
子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディス
ク・磁気テープその他の周辺機器を含む。）の貸与，理化学機械器具の貸与，計測器の貸
与，通信ネットワーク上のホームページの作成，通信ネットワーク上のホームページ用コン
【11】電球類及び照明用器具

07

【07】金属加工機械器具，鋳造用湯道管

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.04 意見書
2006.09.04 手続補足書
2006.09.04 代理人受任届
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.06 認定･付加情報
2006.10.02 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

09,42

95

96

97

Ｄａｔａｍａｔｉｏｎ

ラウンドアーム

通常:
2005-121046
標準

通常:
2005-121206
標準

ＥＧランナー＼イージーランナー 通常 2005-121244

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2005.12.27 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)
2006.08.17 意見書
2006.08.17 認定･付加情報
2007.01.15 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

98

99

100

101

102

商標（見本）

商標

オールインワン

ＡＱＵＡＬＡＳＥＲＪＥＴ

アクアレーザジェット

ポリマーガード

健康改善住宅

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】水道用栓

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.06 意見書
2006.09.06 手続補足書
2006.10.06 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.02.07 手続補足書
2008.08.19 登録料納付
［登録］
2008.08.12 登録査定書
2008.08.19 設定納付書
2008.09.09 登録証

07

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，化学機械器具，食料加工用又は
飲料加工用の機械器具，製材用・木工用又は合板用の加工機械器具，パルプ製造用・製
紙用又は紙工用の機械器具，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，ゴム製品製
造機械器具，石材加工機械器具，風水力機械器具，農業用機械器具，ガラス器製造機
械，靴製造機械，製革機械，軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，バルブ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.10.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.10 拒絶査定

07

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，化学機械器具，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加工機械器具，パルプ製造用・製
紙用又は紙工用の機械器具，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，ゴム製品製
造機械器具，石材加工機械器具，風水力機械器具，農業用機械器具，ガラス器製造機
械，靴製造機械，製革機械，軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，バルブ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.10.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.10 拒絶査定

01,03,06,11,37,41

【01】ポリマーを用いたコーティング剤
【03】ポリマーを用いて撥水効果を有するコーティング剤
【06】ポリマーを用いた建築用又は構築用の金属製専用材料
【11】ポリマーを用いた便所ユニット，ポリマーを用いた浴室ユニット
【37】ポリマーを用いた塗装工事
【41】ポリマーを用いた塗装工事の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.17 意見書
2007.01.12 拒絶査定
2007.03.20 手続補正書
2008.02.26 登録料納付
［登録］
2008.01.11 登録査定書
2008.02.26 設定納付書
2008.03.25 登録証

19

【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 【中間記録情報】
んが及び耐火物，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，リノリューム製建築 ［審査］
2005.12.28 願書
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 2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2007.01.26 拒絶査定
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。），石製液体貯蔵槽，石製工業用
水槽，石製家庭用水槽，ビット及びボラード（金属製のものを除く。），石製郵便受け，建具
（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），墓標及び墓
碑用銘板（金属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のものを除く。），石製彫刻，コンク

通常:
2005-121286
標準

通常:
2005-121883
標準

通常:
2005-121884
標準

通常 2005-121935

通常:
2005-122620
標準

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

中間記録

11
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06

103

健康改善住宅

通常:
2005-122621
標準

19
104

105

106

氷河粘土

ＳＲ－５０Ａ

ユビキタスカルテ

通常:
2005-122633
標準

テーブルスポット

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.09 拒絶査定

【06】ステンレス鋼，ステンレス鋼板，ステンレス鋼シート，ステンレス鋼製のパイプ，ステン 【中間記録情報】
［審査］
レス鋼製のワイヤー，ステンレス鋼帯
2005.12.28 願書
2006.07.25 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))
2006.10.24 期間延長請求書
2006.11.27 手続補正書
2006.11.27 意見書
2006.11.28 手続補足書
2006.12.25 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定

09

【09】理化学機械器具，測定機械器具，加工ガラス（建築用のものを除く），救命用具，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，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，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，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
【07】一方の電極を平板状、他方の電極を棒状として加圧力と抵抗熱とにより金属材を溶
接する金属材溶接機
【09】一方の電極を平板状、他方の電極を棒状として、これら電極の間に金属材をはさみ、
シングルスポット溶接するスポット溶接装置
【16】カタログ，雑誌，書籍，パンフレット，ポスター，その他広告用印刷物

通常:
2005-122699
標準

通常:
2005-122786
標準

通常 2005-123009

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

06

07,09,16

107

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，金属製建具，金庫，金属製金具，金属製建造物組立てセット，工業用水槽，ガスの貯
蔵槽，滑車，ばね，バルブ，金属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属
製栓，金属製ふた，金属製荷役用パレット，金属製人工魚礁，金属製セメント製品製造用
型枠，金属製の可搬式家庭用温室，金属製の吹き付け塗装用ブース，金属製養鶏用か
ご，金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製道路標識（発光式又は機械式のもの
を除く。），てんてつ機，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，いかり，かな床，金
網，ワイヤーロープ，犬用鎖，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製貯金箱，金属製
のきゃたつ及びはしご，金属製のネームプレート及び標札，金属製のタオル用ディスペン
サー，金属製帽子掛けかぎ，金属製郵便受け，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，
金属製彫刻，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，カ
【19】建築用又は構築用の粘土，粘土を主材とする建築用塗材

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.11 手続補正書
2006.11.11 意見書
2007.01.26 拒絶査定
2007.02.26 手続補正書
2007.06.08 却下理由通知書(中間書類)
2007.10.05 手続却下の処分(却下理由)
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.06.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.17 手続補正書
2006.08.17 意見書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.08.18 認定･付加情報
2006.08.22 手続補足書
2006.09.20 認定･付加情報
2006.12.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.12 拒絶査定

2008/10/16
29／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,09

108

テーブル電極

通常 2005-123010

09,40
109

110

111

112

真空コールドスプレー

コールドスプレー

減圧コールドスプレー

通常:
2005-123691
標準

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.03 手続補正書
2006.08.03 意見書
2006.08.03 認定･付加情報
2006.08.03 認定･付加情報
2006.08.22 手続補足書
2006.09.20 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定
【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， 【中間記録情報】
電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
［審査］
2005.12.28 願書
【40】金属の加工，セラミックの加工，プラスチックの加工
2006.01.24 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

09,40

【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， 【中間記録情報】
電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
［審査］
2005.12.28 願書
【40】金属の加工，セラミックの加工，プラスチックの加工
2006.01.26 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

09,40

【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， 【中間記録情報】
電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
［審査］
2005.12.28 願書
【40】金属の加工，セラミックの加工，プラスチックの加工
2006.01.24 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

06

【06】金属製管継ぎ手

通常:
2005-123692
標準

通常:
2005-123693
標準

エクセルジョイント＼Ｅｘｃｅｌ Ｊｏｉ
通常 2006-000082
ｎｔ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】スポット溶接機用平板状電極
【09】金属材をはさみスポット溶接する一方の電極として平板状電極を具えるスポット溶接
装置
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.04 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.01.18 手続補正書(方式)
2006.02.15 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 意見書
2006.08.14 認定･付加情報
2006.08.14 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

2008/10/16
30／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,09,11,37,42

113

ｅ―家まるごと

通常:
2006-000446
標準

09,10,25,28,41,44

114

ＫＡＡＴＳＵ ＴＲＡＩＮＩＮＧ

通常:
2006-001369
標準

10,40

115

入れ歯スーパー＼入歯スー
パー

指定商品・役務
【07】金属加工機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，ミシン，動力機
械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。），陸上の乗物用の動力機械の部
品，風水力機械器具，業務用電気洗濯機，業務用食器洗浄機，業務用電気掃除機，家庭
用食器洗浄機，家庭用電気洗濯機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー，機械式駐車装
置，乗物用洗浄機，動力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破
砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動
機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電機ブラシ
【09】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，救命用具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びそ
の部品，オゾン発生器，電解槽，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電子出
版物，録画済みビデオテープ及びビデオディスク，火災報知機，盗難警報器，磁心，抵抗
線，電極，自動販売機，金銭登録機，アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，電動式
扉自動開閉装置，太陽光発電装置
【11】乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，冷凍機
械器具，太陽熱利用温水器，業務用加熱調理機械器具，電球類及び照明用器具，家庭用
電熱用品類，加熱器，家庭用浄水器，洗浄機能付き便座，火鉢類，ボイラー，ガス湯沸か
し器，調理台，流し台，業務用電磁調理器，便所ユニット，浴室ユニット，浴槽類，家庭用汚
水浄化槽，家庭用し尿処理槽，家庭用ごみ焼却炉，便器
【37】建設工事，建設工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，荷役機械器具の
修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は保守，照
明用器具の修理又は保守，太陽光発電装置の修理又は保守，ガス湯沸し器の修理又は
保守，加熱器の修理又は保守，浴槽類の修理又は保守
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，
機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらにより構成される設備の設計，
【09】加圧トレーニングを内容とする録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＤＶＤ・その他
の記録媒体，チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされたトレーニ
ング用加圧ベルトと、そのトレーニング用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を
制御する制御装置とを有する空圧式加圧トレーニング装置及びその部品・付属品
【10】医療用加圧ベルト，チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされ
た医療用加圧ベルトと、その医療用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御す
る制御装置とを有する空圧式加圧トレーニング装置及びその部品・付属品
【25】加圧トレーニング用スポーツウェア，トレーニング用加圧ベルトを用いたトレーニング
用衣服・タイツ
【28】トレーニング用加圧ベルト
【41】加圧トレーニングの教授，加圧トレーニングの指導者・インストラクターの養成教育，
加圧トレーニングの指導者・インストラクター資格の認定，加圧トレーニングに関する講習
会・セミナーの企画・運営又は開催，加圧トレーニングのための運動施設の提供，トレーニ
ング用加圧ベルトの貸与，チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にさ
れたトレーニング用加圧ベルトと、そのトレーニング用加圧ベルトのチューブに入れる空気
の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加圧トレーニング装置及びその部品・付属
品の貸与
【44】運動療法・その他の理学療法，医療情報の提供，医療用加圧ベルトの貸与，チューブ
に入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされた医療用加圧ベルトと、その医療
用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加
【10】義歯及びその部品及び附属品
【40】義歯の加工及びこれらに関する情報の提供

通常 2006-001653

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.01.06 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.09.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.31 意見書
2006.10.31 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.02.07 手続補足書
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］
2007.10.11 登録査定書
2007.11.09 設定納付書
2007.12.11 登録通知書

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.08.15 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))
2006.09.25 意見書
2006.09.27 手続補足書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.11.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.09 拒絶査定
2007.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.02.21 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.11 意見書
2006.09.13 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

2008/10/16
31／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

116

117

商標（見本）

商標

パイルアンカー

ｏｇｉｈａｒａ

種別 出願番号

区分

【06】金属製アンカーボルト
【37】建設工事，建築工事に関する助言，荷役機械器具の修理又は保守，土木機械器具
の修理又は保守，土木機械器具の貸与

12,40

【12】自動車の部品及び付属品
【40】金型の加工，金型の貸与

通常:
2006-001860
標準

通常 2006-001881

09,38

118

ケータイアドレスポータビリティ

通常:
2006-001898
標準

09

119

Ｃｏｕｎｔｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

指定商品・役務

06,37

通常:
2006-001948
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.25 手続補正書
2006.09.25 認定･付加情報
2006.09.25 意見書
2006.09.25 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定
2007.04.11 手続補正書
2007.04.11 手続補足書
2007.05.14 手続補正書
2008.04.08 登録料納付
［登録］
2008.04.02 登録査定書
2008.04.08 設定納付書
2008.05.13 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.07.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.30 手続補正書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.30 意見書
2007.01.05 拒絶査定
【09】インターネット電話通信装置を装着した電話機及びその他の電話機械器具，電話機 【中間記録情報】
械器具の部品及び付属品，インターネット電話通信装置及びアダプタ
［審査］
【38】プロバイダーによる電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供，移動体 2006.01.13 願書
電話による通信ネットワークへの接続の提供，電子メール通信及びそれに関する情報の提 2006.01.25 認定･付加情報
供及び助言，インターネットドメイン名の登録及び管理，電気通信（放送を除く。），電話機・ 2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
ファクシミリその他の通信機器の貸与
2006.09.12 手続補正書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.12 意見書
2007.01.12 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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 意見書
2007.01.12 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

120

121

122

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

Ｊ－スリット＼ジェイスリット

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
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，金属製航路標識（発光式のものを除
く。），金属製貯蔵槽類，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤ
ロープ，金網，金属製のネームプレート及び標札，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵
便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製建具，金庫，
金属製靴ぬぐいマット，金属製の可搬式家庭用温室，金属製のバックル，つえ用金属製石
突き，金属製彫刻

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
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，金属製航路標識（発光式のものを除
く。），金属製貯蔵槽類，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤ
ロープ，金網，金属製のネームプレート及び標札，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵
便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製建具，金庫，
金属製靴ぬぐいマット，金属製の可搬式家庭用温室，金属製のバックル，つえ用金属製石
突き，金属製彫刻

通常:
2006-002491
標準

通常 2006-002492

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

中間記録

【09】コンピュータソフトウェア，電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【42】コンピュータサイトのホスティング（ウエブサイト），臨床研究を行うために使用されるコ ［審査］
2006.01.16 願書
ンピュータソフトウェアの貸与，臨床研究のために使用されるコンピュータソフトウェアの提
2006.04.17 優先権証明書提出書
供
2006.06.02 認定･付加情報
2006.06.26 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.09.25 手続補正書
2006.09.25 上申書
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.15 意見書
2007.01.15 手続補足書
2007.01.22 拒絶査定
2007.02.13 認定･付加情報
2007.06.26 手続補正書

ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＦＯＲ Ａ Ｈ 優先:
2006-002252
ＥＡＬＴＨＹ ＷＯＲＬＤ
標準

Ｊスリット

指定商品・役務

09,42
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.21 意見書
2006.09.21 手続補足書
2006.10.19 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定
2007.05.07 手続補正書(方式)
2007.05.07 手続補足書
2007.05.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.06 登録料納付
2008.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.01 登録査定書
2008.02.06 設定納付書
2008.02.26 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.21 意見書
2006.09.21 手続補足書
2006.10.19 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定
2007.05.07 手続補正書(方式)
2007.05.07 手続補足書
2007.05.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.31 登録料納付
［登録］
2007.10.29 登録査定書
2007.10.31 設定納付書
2007.11.27 登録証

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41

123

ブロードバンドカラオケ

通常:
2006-002861
標準

09,38,41

124

デジタルカラオケ

通常:
2006-002863
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，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，家庭
用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライド
フィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，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
【38】通信事業者への通信回線の提供，電気通信（放送を除く。），電子計算機端末による
通信ネットワークへの接続の提供（インターネット・その他の通信ネットワークを利用した通
信を含む。），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，電子計算機端末による通信の加入契約の媒介又は取次ぎ
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，書籍の制作，映画・演芸・
演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，
演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ
オの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像
機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，音響
用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・
音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，
映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受
信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テー
プの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具
の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学
【09】業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，家庭
用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライド
フィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，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
【38】通信事業者への通信回線の提供，電気通信（放送を除く。），電子計算機端末による
通信ネットワークへの接続の提供（インターネット・その他の通信ネットワークを利用した通
信を含む。），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，電子計算機端末による通信の加入契約の媒介又は取次ぎ
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，書籍の制作，映画・演芸・
演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，
演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ
オの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像
機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，音響
用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・
音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，
映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受
信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テー
プの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具
の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.20 手続補正書
2006.09.20 意見書
2007.01.09 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.20 手続補正書
2006.09.20 意見書
2007.01.09 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41

125

デジタルｎｅｔカラオケ

通常:
2006-002865
標準

19
126

127

128

シリカコート

通常:
2006-003768
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.20 手続補正書
2006.09.20 意見書
2007.01.09 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
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

09

【09】コンピュータネットワークセキュリティ用のコンピュータハードウェア，コンピュータネット 【中間記録情報】
［審査］
ワークセキュリティ用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア
2006.01.20 願書
2006.04.03 優先権証明書提出書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.28 期間延長請求書
2007.01.12 拒絶査定

09

【09】個人認証装置，個人認証装置に格納されたデータを統計・管理するコンピュータ及び
その周辺装置，携帯電話機用ストラップ，その他の電気通信機械器具，業務用テレビゲー
ム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカート
リッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＡＭ，業務用テレビゲームの遊戯者・得点・進
行状態・その他遊戯に関する情報を記録するための業務用テレビゲーム機用磁気カード・Ｉ
Ｃカ－ド・光カード，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログ
ラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＡＭ，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
おもちゃ用のゲーム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・ＲＯＭ
カートリッジ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な音声・音楽，映写フィルム，スライ
ドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ダウン
ロード可能な画像・映像，電子出版物，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，救命用具，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，自動販売機，計算尺，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，
エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，潜水用機械器具，耳栓，事故防護用手袋

ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＦＯＲ ＴＨＥ ＲＥ 優先:
2006-003833
ＡＬ ＷＯＲＬＤ
標準

ＺＯＮＥＣＨＥＣＫ＼ゾーンチェッ
通常 2006-003926
ク

指定商品・役務
【09】業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，家庭
用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライド
フィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，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
【38】通信事業者への通信回線の提供，電気通信（放送を除く。），電子計算機端末による
通信ネットワークへの接続の提供（インターネット・その他の通信ネットワークを利用した通
信を含む。），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，電子計算機端末による通信の加入契約の媒介又は取次ぎ
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，書籍の制作，映画・演芸・
演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，
演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ
オの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像
機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，音響
用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・
音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，
映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受
信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テー
プの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具
の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学
【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

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.03.27 出願人名義変更届(一般承継)
2006.06.06 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 手続補正書
2006.09.19 意見書
2006.09.19 代理人受任届
2006.09.20 認定･付加情報
2006.09.20 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.04.06 手続補正書(方式)
2008.02.28 登録料納付
［登録］
2008.02.01 登録査定書
2008.02.28 設定納付書
2008.03.18 登録証
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130

131

商標（見本）

商標

デスクトップペット

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおも
【中間記録情報】
ちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃプログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログ ［審査］
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 2006.01.22 願書
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 2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。）
2006.09.30 上申書
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用 2006.12.01 意見書
プログラムの提供，インターネットホームページの設計・作成又は保守，ホームページ用の 2007.01.16 拒絶査定
2008.04.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
サーバーの記憶領域の貸与

09

【09】自動販売機

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

09,16,28

【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，携帯
電話機用ストラップ，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロ
ケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶
接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，
ウェットスーツ，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，
録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ダウンロード可能な画像及び映像，ダウン
ロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，ダウンロード可能な業務用
テレビゲーム機用ゲームプログラム，ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラ
ム，ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.01.25 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
2006.08.02 代理人受任届
2006.08.03 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定
2007.04.13 手続補正書
2007.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.29 登録料納付
［登録］
2008.02.16 登録査定書
2008.02.29 設定納付書
2008.03.25 登録証

通常:
2006-004243
標準

３６５ バースデイマスコット＼３
通常 2006-004777
６５ ＢＩＲＴＨＤＡＹ ＭＡＳＣＯＴ

ちょこッとＳｉｓｔｅｒ

通常:
2006-004962
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

09,42
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,28

132

ゼロの使い魔

134

135

136

137

ジョグスイッチ

動体視力トレーニング

スポーツ脳トレーニング

スポーツ脳力

運動脳力

09

【09】業務用テレビゲーム機，運動技能訓練用シミュレーター，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，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，コンピュータ
ゲーム用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・その他の記録媒体，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 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)
2007.01.05 拒絶査定

09

【09】業務用テレビゲーム機，運動技能訓練用シミュレーター，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，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，コンピュータ
ゲーム用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・その他の記録媒体，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 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)
2007.01.05 拒絶査定

09

【09】業務用テレビゲーム機，運動技能訓練用シミュレーター，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，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，コンピュータ
ゲーム用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・その他の記録媒体，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 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)
2007.01.05 拒絶査定

09

【09】業務用テレビゲーム機，運動技能訓練用シミュレーター，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，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，コンピュータ
ゲーム用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・その他の記録媒体，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 拒絶査定

通常:
2006-004963
標準

通常:
2006-005177
標準

通常:
2006-006903
標準

通常:
2006-006904
標準

通常:
2006-006905
標準

通常:
2006-006906
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.01.25 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
2006.08.02 代理人受任届
2006.08.03 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定
2007.04.13 手続補正書
2008.02.29 登録料納付
2008.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.16 登録査定書
2008.02.29 設定納付書
2008.03.25 登録証

11
133

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，携帯
電話機用ストラップ，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロ
ケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶
接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，
ウェットスーツ，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，
録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ダウンロード可能な画像及び映像，ダウン
ロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，ダウンロード可能な業務用
テレビゲーム機用ゲームプログラム，ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラ
ム，ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウン
【11】浴室ユニット，便所ユニット，水道用栓

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.05 拒絶査定
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139

140

141

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

閉じタイマーロック

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.03.02 優先権証明請求書
2006.03.10 手続補正指令書(出願)
2006.04.06 手続補正書(方式)
2006.05.09 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 意見書
2006.09.19 手続補足書
2006.09.19 認定･付加情報
2006.10.18 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書(方式)
2007.05.01 手続補足書
2008.02.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.18 登録料納付
［登録］
2008.02.19 登録査定書
2008.03.18 設定納付書
2008.04.22 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］
2006.01.31 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)
2007.01.19 拒絶査定

19

【19】ヨーロッパ産のブナ材を用いた無垢の床材

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.20 手続補正書
2006.09.20 認定･付加情報
2006.09.20 認定･付加情報
2006.09.20 意見書
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-007320
標準

通常:
2006-007355
標準

ＢＥＥＣＨ ＥＵＲＯＰＥ ＰＲＥＭＩ
ＥＲ＼ビーチヨーロッパプレミア 通常 2006-007535
ムク∞Ｍｕｋｕ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】セキュリティ・監視・スキャニング・分析・モニタ用の電気及び電子機械器具，手持ち型 【中間記録情報】
の多機能マルチメディアコンピュータ及びこれらの装置をサポートするために用いられるコ ［審査］
2006.01.31 願書
ンピュータソフトウェア・ファームウェア，電気通信機械器具及びその部品，電子応用機械
2006.03.06 優先権証明書提出書
器具及びその部品，侵入警報装置
2006.04.05 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.09 拒絶査定

ＣＯＭＭＡＮＤ ＡＮＤ ＣＯＮＴＲ
ＯＬ ＹＯＵＲ＼ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮ 優先 2006-007251
Ｔ

ＷａｔｅｒＳｈｉｅｌｄ

指定商品・役務

09
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

142

143

144

145

商標（見本）

商標

なつかし文庫

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】通信網を介したダウンロード可能な映像又は動画，電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.02.10 手続補正指令書(出願)
2006.02.17 上申書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.02.23 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.26 意見書
2007.01.19 拒絶査定
2007.02.16 手続補足書
2008.02.21 登録料納付
［登録］
2008.02.08 登録査定書
2008.02.21 設定納付書
2008.03.11 登録証

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 拒絶査定

07,12

【07】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。）
【12】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。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.04 手続補正書
2006.10.04 意見書
2007.01.12 拒絶査定

09,14,21

【09】作業記録機，写真複写機，手動計算機，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，自動販売機，救命用具，潜水用機械器
具，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気ブザー，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，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，ウェイト
ベルト，ウエットスーツ，浮袋，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，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
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶及び水盤，身飾品，貴金属製のがま口及
び財布，貴金属製コンパクト，時計
【21】ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製の
ものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米
びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・
砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除
く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のも
のを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式の
コーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タ
ルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，よう
じ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，植木
鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，愛玩動物用食器，貯金箱（金属製のものを除く。），

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.07 意見書
2006.08.07 認定･付加情報
2007.01.31 拒絶査定

通常:
2006-007557
標準

メタボリックメジャー＼Ｍｅｔａｂｏｌｉ
通常 2006-007993
ｃｍｅａｓｕｒｅ

ｉ－Ｍｏｔｏｒ

２．５Ｒ

通常 2006-008343

通常 2006-008359

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
09,42

146

ＰＥＴＩＴＣｏｎｎｅｃｔｏｒ

通常 2006-008747

09,42

147

ＰＥＴＩＴＣＯＮＮＥＣＴＯＲ

通常 2006-008748

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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，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
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
【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，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
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 手続補正書
2006.09.15 意見書
2007.01.19 拒絶査定
2008.09.11 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］
2006.02.03 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 手続補正書
2006.09.15 意見書
2007.01.19 拒絶査定
2008.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

148

ＳｐａｃｅＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

通常 2006-008749

09,42

149

ＷｅｂＧａｉｊｉ

通常:
2006-008751
標準

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.13 意見書
2007.01.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.13 意見書
2007.01.19 拒絶査定

2008/10/16
41／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,38,41,42

150

モバイルコミュニティ

通常:
2006-008956
標準

06,19

151

152

153

フィルター網戸

名刺ファイリング・サーバー

てきべんくん＼摘便君

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，標識用ブイ，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，インターネット
オークションとの通信機能を有する携帯電話，その他の電気通信機械器具，インターネット
オークションとの通信機能を実現する携帯電話用プログラム，インターネットオークション機
能を実現するサーバー用プログラム，その他の電子計算機用プログラム，インターネット
オークション用サーバー，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，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，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，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，磁石，永久磁石，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーラ
イター，二輪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専用のプログラムを記憶させた電子
【06】金属製網戸
【19】網戸（金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.26 拒絶査定
2007.09.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-009196
標準

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，携帯用液晶画面ゲームおも 【中間記録情報】
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用自動演奏プログ ［審査］
2006.02.06 願書
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テープ，
2006.02.06 認定･付加情報
電子出版物
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

10

【10】採便用具

通常 2006-009245

通常 2006-009266

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.04 意見書
2007.01.19 拒絶査定
2007.04.20 手続補正書(方式)
2008.04.04 登録料納付
［登録］
2008.03.24 登録査定書
2008.04.04 設定納付書
2008.05.02 登録証
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.28 手続補正書
2006.09.28 認定･付加情報
2006.09.28 認定･付加情報
2006.09.28 意見書
2007.01.16 拒絶査定

2008/10/16
42／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19

154

観音扉

通常:
2006-010721
標準
07

155

156

157

158

159

ＤＩＧＩＴＡＬ―ＡＥ

ハードベース

ＣＹＢＥＲＭＥＴＨＯＤ

ＣＹＢＥＲＴＥＳＴ

ＣＹＢＥＲＤＥＳＩＧＮ

通常:
2006-010779
標準

【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，建具（金属製のものを除く。），鉱物性基礎材料

09

【09】コンピュータソフトウェアを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ・フロッピーディスクその他の記憶媒
体，コンピュータソフトウェアの設計・開発・検査・性能向上及びエンジニアリング用コン
ピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェアの維持・試験用のコンピュータプログラムを記
憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク，データベース及びインターネット
接続用のコンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－
ＲＯＭ

09

【09】コンピュータソフトウェアを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ・フロッピーディスクその他の記憶媒
体，コンピュータソフトウェアの設計・開発・検査・性能向上及びエンジニアリング用コン
ピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェアの維持・試験用のコンピュータプログラムを記
憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク，データベース及びインターネット
接続用のコンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－
ＲＯＭ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

09

【09】コンピュータソフトウェアを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ・フロッピーディスクその他の記憶媒
体，コンピュータソフトウェアの設計・開発・検査・性能向上及びエンジニアリング用コン
ピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェアの維持・試験用のコンピュータプログラムを記
憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク，データベース及びインターネット
接続用のコンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－
ＲＯＭ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

通常:
2006-011048
標準

通常:
2006-011050
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］
2006.02.09 願書
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.09 拒絶査定
【07】放電加工機・放電加工機専用の電源装置・その他の金属加工機械器具，荷役機械器 【中間記録情報】
［審査］
具，化学機械器具，ミシン，動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除
く。），陸上の乗物用の動力機械の部品，風水力機械器具，業務用電気洗濯機，業務用電 2006.02.09 願書
2006.02.09 認定･付加情報
気掃除機，家庭用食器洗浄機，家庭用電気洗濯機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー，
2006.09.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
機械式駐車装置，乗物用洗浄機，動力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，廃棄物圧縮
装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動 条1項11号を除く))
2007.01.09 拒絶査定
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

19
通常:
2006-010860
標準

通常:
2006-011053
標準

指定商品・役務
【19】石材，墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），石製彫刻，灯ろう，コンクリート
製彫刻，大理石製彫刻
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.02.09 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)
2007.01.05 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.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

09,16,35,38,40,41,4 【09】電子計算機用プログラム，通信ネットワークを通じてダウンロードする・音楽・映像・電 【中間記録情報】
子出版物，その他の電子出版物，録音済みＣＤ，録画済みＤＶＤ，地図・写真等の画像情 ［審査］
2,43

160

アルゴデジタルステーション

通常:
2006-011722
標準

09,42
161

162

163

164

内部統制ソリューション

ｅ－内部統制

内部統制ナビ

通常:
2006-012240
標準

報・文字情報を記録させた磁気ディスク，未記録の光ディスク，その他の録画済ビデオディ
スク及びビデオテープ，携帯電話用ストラップ，その他の携帯電話用付属品，耳栓，加工ガ
ラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，
電解槽，検卵器，金銭登録機，手動計算機，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，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，ガソリンステーション
用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，
スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，
鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水
用機械器具，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓
練用シミュレーター，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，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，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，製図
用又は図案用の機械器具，票数計算機，自動販売機，業務用テレビゲーム機，理化学機
械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電気通信機械器
具，電子応用機械器具及びその部品，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子
回路及びＣＤ－ＲＯＭ
【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
【09】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・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 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)
2007.01.19 拒絶査定

09,42

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され ［審査］
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その 2006.02.14 願書
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必 2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算 項16号)
2007.01.19 拒絶査定
機用プログラムの提供

09,42

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され ［審査］
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その 2006.02.14 願書
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必 2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算 項16号)
機用プログラムの提供
2007.01.19 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

通常:
2006-012241
標準

通常:
2006-012242
標準

ＰＥＬＶＩＰＲＥＳＳ＼ペルヴィプレ
通常 2006-012663
ス

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

2006.02.13 願書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.15 手続補正書
2006.08.25 認定･付加情報
2006.08.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.22 手続補正指示書(審査官)
2007.01.19 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.02.15 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)
2006.09.14 意見書
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.19 意見書
2006.09.19 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定

2008/10/16
44／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

165

166

167

168

169

170

商標（見本）

商標

圧着ソケット

ソフトコミュニケーション

ラップなし

あたためラップなし

フレキシブルタグ

シートタグ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【06】配管又はソケット・エルボ・チーズなどの配管継手における亀裂箇所・配管と配管継手 【中間記録情報】
との接続部・その他の配管又は配管継手における液体若しくは気体の漏洩箇所に使用す ［審査］
2006.02.15 願書
る金属製の液体若しくは気体の漏れ止め具
2006.02.28 手続補正書(方式)
2006.03.30 認定･付加情報
2006.09.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.13 手続補正書
2006.10.13 意見書
2006.10.16 手続補足書
2006.10.31 上申書
2006.11.01 手続補足書
2006.11.15 認定･付加情報
2006.12.04 認定･付加情報
2007.01.15 拒絶査定
2007.02.13 手続補足書
2008.05.19 期間延長請求書
2008.06.02 登録料納付
［登録］
2008.04.21 登録査定書
2008.06.02 設定納付書
2008.06.17 登録証

09,42

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，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，電子出版物
2006.02.17 願書
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用 2006.02.17 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
プログラムの提供，
2007.01.09 拒絶査定
2007.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

11

【11】家庭用電熱用品類，電球類及び照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 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)
2007.01.09 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類，電球類及び照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 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)
2007.01.09 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］
2006.02.22 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

通常:
2006-012832
標準

通常:
2006-013695
標準

通常:
2006-013837
標準

通常:
2006-013838
標準

通常:
2006-015342
標準

通常:
2006-015343
標準

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

中間記録

06
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

171

172

商標（見本）

商標

タイトモールド

ピクチャーロジック

種別 出願番号

区分

174

175

サイドクリックタイプ

サイドクリック

Ｓｉｄｅ Ｃｌｉｃｋ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.05.29 手続補正書
2006.06.26 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

09

【09】通信ネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータ用又は家庭用テレビゲーム
おもちゃ用のゲームプログラム，その他の通信ネットワークを通じてダウンロード可能な
ゲームプログラム，通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子計算機用プログラ
ム，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード・
光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ等の記録媒体，その他の電子応用機械器
具及びその部品，移動体電話機・その他の電話機械器具の為のダウンロード可能な着信
音・着信音声・着信メロディ，その他の携帯情報端末の為のダウンロード可能な着信音・着
信音声・着信メロディ，通信ネットワークを通じてダウンロード可能な移動体電話用コン
ピュータプログラム・画像（動画及び静止画をも含む）データ・音声データ・着信用音源（着
信メロディデータ及びＣＤ音源データをも含む）・音楽用プログラム・待ち受け用の音声付き
画像（動画及び静止画をも含む）データ，移動体電話機・その他の電話機械器具の為のダ
ウンロード可能な待ち受け用の音声付き画像（動画及び静止画をも含む），通信ネットワー
クを通じてダウンロード可能な画像（動画及び静止画をも含む）・音楽・音声，通信ネット
ワークを通じてダウンロード可能な音声情報・演芸・映像，画像（動画及び静止画をも含
む）・映像・音声・着信用音源・並びに音楽を録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テー
プ・ＩＣカード・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ等の記録媒体，レコード，家庭
用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ等の記録
媒体，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・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ等の記録媒体，業務用テレビゲーム機，電
気通信機械器具，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，録画済みの電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ等の記録媒体，その他の映写
【09】配電用又は制御用の機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品，家庭用テレビゲームおもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.04.07 手続補正指令書(出願)
2006.04.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.20 代理人受任届
2006.06.20 手続補足書
2006.06.20 手続補足書
2006.06.20 手続補足書
2006.06.20 手続補足書
2006.06.26 手続補正書(方式)
2006.06.26 代理人解任届
2006.07.14 通知書(却下処分前通知)
2006.07.24 認定･付加情報
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.29 拒絶査定

通常:
2006-015376
標準

通常:
2006-015685
標準

通常:
2006-015942
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］
2006.02.23 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部 【中間記録情報】
品，家庭用テレビゲームおもちゃ
［審査］
2006.02.23 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部 【中間記録情報】
［審査］
品，家庭用テレビゲームおもちゃ
2006.02.23 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定
2007.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-015943
標準

通常:
2006-015944
標準

中間記録

【19】建築の基礎断熱に使用する発泡プラスチック製の型枠

09
173

指定商品・役務

19
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

176

177

178

商標（見本）

商標

Ｓｉｄｅ Ｃｌｉｃｋ Ｔｙｐｅ

ライフセイブモード

種別 出願番号

区分

09,11

【09】配電用または制御用の機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
部品
［審査］
2006.02.24 願書
【11】電球類及び照明用器具，暖冷房装置，家庭用電熱用品類
2006.02.24 認定･付加情報
2006.09.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.24 意見書
2006.10.24 認定･付加情報
2007.01.11 拒絶査定

09,42

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

通常:
2006-015945
標準

通常:
2006-016218
標準

ＳｙｓｔｅｍＭａｎａｇｅｍｅｎｔ＼シス
通常 2006-016329
テムマネジメント

§ＳＵＰＥＲＤＶＥ

通常 2006-016346

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

中間記録

【09】配電用又は制御用の機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部 【中間記録情報】
［審査］
品，家庭用テレビゲームおもちゃ
2006.02.23 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

09
179

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.24 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)
2007.01.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.16 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,10,42

180

ユニットパス

通常:
2006-016819
標準

09,42

181

ＰｇＭａｉｎｔｅｎａｎｃｅＴｏｏｌ

通常:
2006-016820
標準

19
182

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

愛し、敬い、慰め、助け、その命 通常:
2006-017113
の限り真心を尽くす事を誓う
標準

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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定
2007.04.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.17 意見書
2007.01.12 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11

183

あったか

通常:
2006-017354
標準

09
184

185

186

§地デジナビ＼ＣＨＩ－ＤＩＧＩ Ｎ
通常 2006-017989
ＡＶＩ

地デジナビ

コールインソイル

コールインブロック

【09】地上デジタルテレビジョン放送を受信できるカーナビゲーション装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.02 手続補正書
2006.11.02 手続補足書
2006.11.02 意見書
2006.12.04 認定･付加情報
2007.01.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.16 拒絶査定

19,37

【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，セメント及びその製品，木材，石材
【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，建設工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，土木機械器具の修理又は保
守，廃棄物圧縮装置の修理又は保守，廃棄物破砕装置の修理又は保守，道路の清掃，土
【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，セメント及びその製品，木材，石材
【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，建設工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，土木機械器具の修理又は保
守，廃棄物圧縮装置の修理又は保守，廃棄物破砕装置の修理又は保守，道路の清掃，土

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

通常:
2006-017990
標準

通常:
2006-018234
標準

通常:
2006-018235
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］
2006.02.28 願書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.09.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.23 手続補正書
2006.10.23 認定･付加情報
2006.10.23 意見書
2007.01.09 拒絶査定
2007.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【09】カーナビゲーション装置，その他の電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品
2006.03.01 願書
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.09 拒絶査定

09

19,37

187

指定商品・役務
【11】浴室ユニット，浴槽類
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

188

189

190

191

192

193

194

商標（見本）

商標

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

19

区分

【19】スケルトン・インフィル住宅用のインフィルに対応したプラスチック製床材，スケルトン・
インフィル住宅用のインフィルに対応した合成建築専用床材，スケルトン・インフィル住宅用
のインフィルに対応したセメント製床材，スケルトン・インフィル住宅用のインフィルに対応し
た木製床材，スケルトン・インフィル住宅用のインフィルに対応した石材製床材，スケルト
ン・インフィル住宅用のインフィルに対応した無機繊維製床板（石綿製のものを除く。），スケ
ルトン・インフィル住宅用のインフィルに対応した石こう製床板

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 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))
2006.10.18 手続補正書
2006.10.18 意見書
2006.11.27 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

19

【19】スケルトン・インフィル住宅用のインフィルに対応したプラスチック製床材，スケルトン・
インフィル住宅用のインフィルに対応した合成建築専用床材，スケルトン・インフィル住宅用
のインフィルに対応したセメント製床材，スケルトン・インフィル住宅用のインフィルに対応し
た木製床材，スケルトン・インフィル住宅用のインフィルに対応した石材製床材，スケルト
ン・インフィル住宅用のインフィルに対応した無機繊維製床板（石綿製のものを除く。），スケ
ルトン・インフィル住宅用のインフィルに対応した石こう製床板

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 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))
2006.10.18 手続補正書
2006.10.18 意見書
2006.11.27 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

09

【09】パラボラアンテナ，ＦＭアンテナ，ＶＨＦアンテナ，ＵＨＦアンテナ，ハムアンテナ，その他 【中間記録情報】
［審査］
のアンテナ
2006.03.02 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)
2007.01.05 拒絶査定

09

【09】テレビ共同受信用分岐器，光分岐器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 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)
2007.01.05 拒絶査定

09

【09】テレビ共同受信用分波器，光分波器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 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)
2007.01.05 拒絶査定

09

【09】テレビ共同受信用分配器，光分配器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 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)
2007.01.05 拒絶査定

09

【09】テレビ共同受信用ブースター・ブースター電源装置，電気情報通信用ブースター，光
伝送用幹線増幅器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 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)
2007.01.05 拒絶査定

§ＩＮＦＩＬＬ∞ＦＬＯＯＲ＼ＳＹＳＴＥ
通常 2006-018630
Ｍ＼インフィル・フロア・システム

§ＩＮＦＩＬＬ∞ＦＬＯＯＲ＼ＳＹＳＴＥ
通常 2006-018631
Ｍ

おてがるアンテナ

おてがる分岐

おてがる分波

おてがる分配

おてがるブースター

通常:
2006-018698
標準

通常:
2006-018699
標準

通常:
2006-018700
標準

通常:
2006-018701
標準

通常:
2006-018702
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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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

195

196

197

198

199

商標（見本）

商標

らくらくカッター

Ａｓｓｅｔ Ａｌｌｏｃａｔｏｒ

メタルブラック

メタルレッド

メタルホワイト

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【07】切断装置を備える農業用機械器具，芝刈機

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.03 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)
2006.11.13 手続補正書
2006.11.13 意見書
2007.01.05 拒絶査定

09,36,42

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.02 意見書
2006.10.24 上申書
2006.10.24 手続補足書
2006.11.21 認定･付加情報
2007.01.15 拒絶査定

06

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【36】資産運用情報の提供，投資信託に関する評価分析情報の提供，信託財産の運用指
図，有価証券に係る投資一任契約に基づく投資判断及び投資，有価証券に関する投資情
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
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料

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］
2006.03.03 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

通常:
2006-018964
標準

通常:
2006-019071
標準

通常:
2006-019133
標準

通常:
2006-019134
標準

通常:
2006-019135
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］
2006.03.03 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

200

201

202

203

204

205

206

商標（見本）

商標

リーブスグリーン

１０１ＦＡＱ

種別 出願番号

区分

ここからプリント

カードでプリント

ＤＩＥＴ ＡＩＤ＼ダイエットエイド

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

09

【09】電子計算機，電子計算機用プログラム

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.13 意見書
2006.10.20 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

12

【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，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，陸上
の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部品及び附
属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，自動車
並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，乳母
車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり
付け片

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.31 手続補正書
2006.10.31 手続補足書
2006.10.31 意見書
2006.11.29 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.12 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 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］
2006.03.06 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

19

【19】じゃがいもから抽出したタンパク質を主成分とした錠剤状・顆粒状・カプセル状・粉末
状・スティック状・ブロック状・ペースト状・ジェル状又は液体状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.05 拒絶査定

通常:
2006-019136
標準

通常 2006-019196

通常:
2006-019469
標準

通常:
2006-019478
標準

通常:
2006-019479
標準

通常 2006-019578

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

ナノブレーキ＼ＮＡＮＯＢＲＡＫＥ 通常 2006-019418

Ｆｏｌｌｏｗ Ｍｅ Ｐｒｉｎｔ

指定商品・役務

06
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

207

ＤＳＰ

通常:
2006-019683
標準

11
208

水素発生ミネラルスティック

非Ｐｂ

通常 2006-019825

09
210

ｅＦｌａｓｈ＼ｅフラッシュ

【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，バルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光
式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽
類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金
属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，
犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯
金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建
具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属製
の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，
ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
【09】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
【09】ガソリンステーション用装置，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，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及
びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.04.14 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
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 意見書
2006.11.14 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

通常 2006-019926

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.05 拒絶査定

通常:
2006-019727
標準
06,09

209

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
【11】浄水装置，家庭用浄水器，整水器
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 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)
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.19 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

211

212

213

214

215

216

商標（見本）

商標

スライド側溝

セルフセキュリティ

ナノ・コンポジット鉛フリーハンダ

イヤータグ＼Ｅａｒ Ｔａｇ

腰痛ホットベルト

キャリー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】コンクリート製側溝

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.03.07 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)
2006.11.14 代理人受任届
2006.11.21 手続補正書
2006.11.21 意見書
2007.01.12 拒絶査定

09

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.10.20 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))
2006.10.30 手続補正書
2006.10.30 意見書
2007.01.12 拒絶査定

06

【09】カメラ，ネットワークカメラ，遠隔監視システム用カメラ・ビデオカメラ，防犯・防災用監
視カメラ・ビデオカメラ，住宅用防犯警報装置，部屋に取り付けて使用する防犯用警報器，
侵入警報装置，防災用監視装置及び防災用警報装置，防犯警報受信機，防犯警報装置，
防犯侵入警報装置，防犯侵入警報装置のドア用センサー，防犯侵入警報装置用赤外線セ
ンサー，防犯用監視警報装置，防犯用電波警報機，防犯用発光式警報装置，ドア・窓用防
犯警報装置（センサーにより侵入者を検知するものも含む），緊急用通報装置（センサーに
より侵入者を検知するものも含む），煙の検知及び警報装置，照度センサー，カード読み取
り式施解錠制御装置，暗号式の電気式又は電子式施錠装置，開錠暗号を受信し電波信号
に変換し送信する無線通信機械器具，指紋認証式錠，生体情報読み取り式施解錠制御装
置，電気式シリンダー錠，電気式施解錠制御装置，電気式錠，電子錠，入退室管理におい
て利用される電気式錠，アナログ・デジタル映像処理装置，ダウンロード可能な映像及び画
像，映像・音声入出力装置，映像・音声再生装置，遠隔監視システム用映像・音声信号処
理装置，映像・音声受信装置，映像・音声送信装置，インターネット接続機能・電子メール
送信機能・映像及びデータ情報配信機能を有する電話機，インターネット接続用電気通信
機械器具，インターネット電話通信装置，防犯・防災用監視カメラ用データ転送装置，無線
通信機械器具，無線通信用アンテナ，無線通信用受信機付無線電話機，無線通信用送信
【06】非鉄金属及びその合金

06

【06】家畜用プラスチック製耳標、家畜用ＩＣタグ入りプラスチック製耳標

【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)
2007.01.05 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 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+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

07

【07】荷役機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-020016
標準

通常:
2006-020255
標準

通常:
2006-020302
標準

通常 2006-020303

通常:
2006-020304
標準

通常:
2006-020527
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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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 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)
2007.01.26 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

217

空間マウス

通常:
2006-020570
標準

10,20,24

218

マグネティック

通常:
2006-021019
標準

09
219

カードスキャン

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，現金自動預け支払い機，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，災害防止対策・
人命救助・避難誘導・ガス漏れや酸欠対策用の酸素呼吸器，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
【10】医療用パッド，床ずれ防止用のベッドパッド・クッション・座布団，業務用美容マッサー
ジ器，家庭用電気マッサージ器
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，寝台
【24】敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，ベッド用敷きパッド，マットレス
用敷きパッド，布団用敷きパッド，かや，布製身の回り品

通常:
2006-021099
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］
2006.03.08 願書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.22 手続補正書
2006.09.22 手続補足書
2006.09.22 意見書
2006.09.25 認定･付加情報
2006.09.25 認定･付加情報
2006.10.25 認定･付加情報
2007.01.10 拒絶査定

【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具
2006.03.09 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 意見書
2007.01.30 拒絶査定
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2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

220

ＷｅｂＥｄｉｔｉｏｎ

通常:
2006-021493
標準

09,42

221

Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ Ｏｐｔｉｏｎ

通常:
2006-021496
標準

01,19
222

ＧＬグルー

通常:
2006-021525
標準

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

指定商品・役務

中間記録

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.03.10 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)
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

223

224

商標（見本）

商標

バイオソフトチタン

リモートロック

種別 出願番号

区分

リモート解除

09,38

【09】電池，電線及びケーブル，ＰＨＳ，ＰＨＳ端末，ＰＤＡ（携帯情報端末），携帯無線通信端 【中間記録情報】
末装置，携帯無線データ通信端末装置，移動体電話機，電話機械器具，電気通信機械器 ［審査］
具，ＰＨＳ用プログラム，ＰＨＳ端末用プログラム，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラム，携帯 2006.03.10 願書
2006.03.13 認定･付加情報
無線通信端末装置用プログラム，携帯無線データ通信端末装置用プログラム，移動体電
話機用プログラム，電話機械器具用プログラム，電気通信機械器具用プログラム，ＰＨＳ用 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＨＳ端末用プログラムを 条1項11号を除く))
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラムを 2007.01.19 拒絶査定
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線通信端末装置用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線データ通信端末装置用プ
ログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，移動体電話機用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，電話機械器具用プログラムを記憶さ
せたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＳＩＭカード，コンピュータ，コンピュータプログ
ラム，電子応用機械器具及びその部品，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，録音済
みのコンパクトディスク，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】ＰＨＳによる通信，携帯無線による通信，移動体電話による通信，電話による通信，電
子メール通信，データ通信，通信ネットワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。），
ＰＨＳ・ＰＨＳ端末・携帯無線通信端末装置・携帯無線データ通信端末装置・電話機・ファク
【09】電池，電線及びケーブル，ＰＨＳ，ＰＨＳ端末，ＰＤＡ（携帯情報端末），携帯無線通信端 【中間記録情報】
末装置，携帯無線データ通信端末装置，移動体電話機，電話機械器具，電気通信機械器 ［審査］
具，ＰＨＳ用プログラム，ＰＨＳ端末用プログラム，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラム，携帯 2006.03.10 願書
2006.03.13 認定･付加情報
無線通信端末装置用プログラム，携帯無線データ通信端末装置用プログラム，移動体電
話機用プログラム，電話機械器具用プログラム，電気通信機械器具用プログラム，ＰＨＳ用 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＨＳ端末用プログラムを 条1項11号を除く))
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラムを 2007.01.19 拒絶査定
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線通信端末装置用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線データ通信端末装置用プ
ログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，移動体電話機用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，電話機械器具用プログラムを記憶さ
せたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＳＩＭカード，コンピュータ，コンピュータプログ
ラム，電子応用機械器具及びその部品，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，録音済
みのコンパクトディスク，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】ＰＨＳによる通信，携帯無線による通信，移動体電話による通信，電話による通信，電
子メール通信，データ通信，通信ネットワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。），
ＰＨＳ・ＰＨＳ端末・携帯無線通信端末装置・携帯無線データ通信端末装置・電話機・ファク

通常:
2006-021648
標準

通常:
2006-021826
標準

通常:
2006-021827
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】チタン製の眼鏡・眼鏡の部品及び附属品

09,38

225

指定商品・役務

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.10.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.16 刊行物等提出書
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.16 刊行物等提出による通知書
2006.11.22 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.05 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38

226

リモート消去

通常:
2006-021828
標準

09,38

227

リモートロック ｆｏｒ ＰＣ

通常:
2006-021829
標準

09,38

228

リモートロックサービス

通常:
2006-021830
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】電池，電線及びケーブル，ＰＨＳ，ＰＨＳ端末，ＰＤＡ（携帯情報端末），携帯無線通信端 【中間記録情報】
末装置，携帯無線データ通信端末装置，移動体電話機，電話機械器具，電気通信機械器 ［審査］
具，ＰＨＳ用プログラム，ＰＨＳ端末用プログラム，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラム，携帯 2006.03.10 願書
2006.03.13 認定･付加情報
無線通信端末装置用プログラム，携帯無線データ通信端末装置用プログラム，移動体電
話機用プログラム，電話機械器具用プログラム，電気通信機械器具用プログラム，ＰＨＳ用 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＨＳ端末用プログラムを 条1項11号を除く))
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラムを 2007.01.19 拒絶査定
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線通信端末装置用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線データ通信端末装置用プ
ログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，移動体電話機用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，電話機械器具用プログラムを記憶さ
せたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＳＩＭカード，コンピュータ，コンピュータプログ
ラム，電子応用機械器具及びその部品，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，録音済
みのコンパクトディスク，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】ＰＨＳによる通信，携帯無線による通信，移動体電話による通信，電話による通信，電
子メール通信，データ通信，通信ネットワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。），
ＰＨＳ・ＰＨＳ端末・携帯無線通信端末装置・携帯無線データ通信端末装置・電話機・ファク
【09】電池，電線及びケーブル，ＰＨＳ，ＰＨＳ端末，ＰＤＡ（携帯情報端末），携帯無線通信端 【中間記録情報】
末装置，携帯無線データ通信端末装置，移動体電話機，電話機械器具，電気通信機械器 ［審査］
具，ＰＨＳ用プログラム，ＰＨＳ端末用プログラム，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラム，携帯 2006.03.10 願書
2006.03.13 認定･付加情報
無線通信端末装置用プログラム，携帯無線データ通信端末装置用プログラム，移動体電
話機用プログラム，電話機械器具用プログラム，電気通信機械器具用プログラム，ＰＨＳ用 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＨＳ端末用プログラムを 条1項11号を除く))
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラムを 2007.01.19 拒絶査定
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線通信端末装置用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線データ通信端末装置用プ
ログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，移動体電話機用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，電話機械器具用プログラムを記憶さ
せたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＳＩＭカード，コンピュータ，コンピュータプログ
ラム，電子応用機械器具及びその部品，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，録音済
みのコンパクトディスク，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】ＰＨＳによる通信，携帯無線による通信，移動体電話による通信，電話による通信，電
子メール通信，データ通信，通信ネットワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。），
ＰＨＳ・ＰＨＳ端末・携帯無線通信端末装置・携帯無線データ通信端末装置・電話機・ファク
【09】電池，電線及びケーブル，ＰＨＳ，ＰＨＳ端末，ＰＤＡ（携帯情報端末），携帯無線通信端 【中間記録情報】
末装置，携帯無線データ通信端末装置，移動体電話機，電話機械器具，電気通信機械器 ［審査］
具，ＰＨＳ用プログラム，ＰＨＳ端末用プログラム，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラム，携帯 2006.03.10 願書
2006.03.13 認定･付加情報
無線通信端末装置用プログラム，携帯無線データ通信端末装置用プログラム，移動体電
話機用プログラム，電話機械器具用プログラム，電気通信機械器具用プログラム，ＰＨＳ用 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＨＳ端末用プログラムを 条1項11号を除く))
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラムを 2007.01.19 拒絶査定
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線通信端末装置用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線データ通信端末装置用プ
ログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，移動体電話機用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，電話機械器具用プログラムを記憶さ
せたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＳＩＭカード，コンピュータ，コンピュータプログ
ラム，電子応用機械器具及びその部品，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，録音済
みのコンパクトディスク，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】ＰＨＳによる通信，携帯無線による通信，移動体電話による通信，電話による通信，電
子メール通信，データ通信，通信ネットワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。），
ＰＨＳ・ＰＨＳ端末・携帯無線通信端末装置・携帯無線データ通信端末装置・電話機・ファク
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

229

230

231

商標（見本）

商標

ＷＩＤＥ ＴＨＩＮＮＩＮＧ＼ワイド
セニング

クオリティサウンド

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.13 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

09

【09】ダウンロード可能な音楽，レコード，ダウンロード可能な映像，映写フィルム，スライド
フィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.13 願書
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.09 拒絶査定
2007.02.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,38

【09】電池，電線及びケーブル，ＰＨＳ，ＰＨＳ端末，ＰＤＡ（携帯情報端末），携帯無線通信端 【中間記録情報】
末装置，携帯無線データ通信端末装置，移動体電話機，電話機械器具，電気通信機械器 ［審査］
具，ＰＨＳ用プログラム，ＰＨＳ端末用プログラム，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラム，携帯 2006.03.14 願書
無線通信端末装置用プログラム，携帯無線データ通信端末装置用プログラム，移動体電
2006.03.14 認定･付加情報
話機用プログラム，電話機械器具用プログラム，電気通信機械器具用プログラム，ＰＨＳ用 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＨＳ端末用プログラムを 条1項11号を除く))
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＰＤＡ（携帯情報端末）用プログラムを 2007.01.19 拒絶査定
記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線通信端末装置用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，携帯無線データ通信端末装置用プ
ログラムを記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，移動体電話機用プログラム
を記憶させたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，電話機械器具用プログラムを記憶さ
せたフラッシュメモリ及びメモリーモジュール，ＳＩＭカード，コンピュータ，コンピュータプログ
ラム，電子応用機械器具及びその部品，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，録音済
みのコンパクトディスク，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】ＰＨＳによる通信，携帯無線による通信，移動体電話による通信，電話による通信，電
子メール通信，データ通信，通信ネットワークへの接続の提供，電気通信（放送を除く。），
ＰＨＳ・ＰＨＳ端末・携帯無線通信端末装置・携帯無線データ通信端末装置・電話機・ファク
【01】非金属鉱物，天然活性ミネラル鉱石，マイナスイオンを発生するミネラル鉱石，天然鉱 【中間記録情報】
石を用いた浴槽用磁気又は遠赤外線発生剤，天然活性ミネラル鉱石を主成分とした電磁 ［審査］
波防御効果を有する化学剤，天然活性ミネラル鉱石入り浴槽用湯質改良剤
2006.03.14 願書
【11】家庭用活水器，家庭用浄水器，業務用活水器，業務用浄水器，遠赤外線を利用した 2006.03.16 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
家庭用活水器，遠赤外線を利用した業務用活水器
項16号)
2007.01.09 拒絶査定

通常 2006-022107

通常:
2006-022165
標準

Ｗ‐Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ＼ダブリュー
通常 2006-022656
ハンディーホン

233

234

きららの石

ゲルマニウム＼フレーム

ゲルマニウム＼眼鏡フレーム

通常:
2006-022855
標準

09

【09】眼鏡

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.08.29 伺い書
2006.09.01 伺い回答書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

09

【09】眼鏡

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.08.29 伺い書
2006.09.01 伺い回答書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

通常 2006-022938

通常 2006-022939

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【08】手動利器（「刀剣」を除く。）

01,11
232

指定商品・役務

08
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No.

235

236

237

238

商標（見本）

商標

ゲルマニウム眼鏡

ル・シネマ

ツインバッグ＼ＴＷＩＮ ＢＡＧ

ワンデイスピードリニューアル

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】眼鏡

09

12

【09】音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体，録画済み記録媒体，録音済み記 【中間記録情報】
［審査］
録媒体，映写フィルム，スライドフィルム
2006.03.14 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.23 拒絶査定
【12】自動車用エアバッグ，二輪自動車用エアバッグ
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.16 拒絶査定

11

【11】暖冷房装置，冷凍機械器具，太陽熱利用温水器，家庭用電熱用品類

通常:
2006-022940
標準

通常:
2006-022971
標準

通常 2006-023035

通常:
2006-023099
標準
06,07,09,10,11,12,2 【06】バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ
【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
0,37

239

▲鷺▼▲宮▼

通常 2006-023132

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），陸上の乗物用の動力機械の部品，風水力機械器具，機械式
の接着テープディスペンサー，自動スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，
電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗
浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のもの
を除く。），芝刈機，電動式カーテン引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動
器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品
を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電機ブラシ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，電磁弁，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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.08.29 伺い書
2006.09.01 伺い回答書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.16 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.15 意見書
2006.11.15 手続補足書
2006.12.14 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

2008/10/16
60／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

240

デコメロ

通常:
2006-023149
標準

05,10

241

スッキリスリム

通常:
2006-023154
標準

12
242

Ｒ Ｋｏｍｐｒｅｓｓｏｒ

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，ダウン
ロード可能な楽曲・歌詞及び画像，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路
及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，楽曲・歌詞及び画像の
【05】食欲抑制剤及びその他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセ
ル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ば
んそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取
り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
【10】ダイエット用空気調整装置及びその他の医療用機械器具，おしゃぶり，氷まくら，三角
きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ
乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料
（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器，医療用手
袋，しびん，病人用便器，耳かき
【12】自動車並びにその部品及び附属品

通常 2006-023432

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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 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)
2007.01.09 拒絶査定
2007.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.20 手続補正書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.10.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.17 拒絶査定

2008/10/16
61／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

243

ウィニーストッパー＼ＷｉｎｎｙＳｔｏ
通常 2006-023436
ｐｐｅｒ

09,42

244

ＳＰＥＥＤＹ－９８

通常 2006-023577

07
245

ホッパレス＼ＨＯＰＰＥＲＬＥＳＳ 通常 2006-023994

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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，電話
機械器具，有線通信機械器具，搬送機械器具，放送用機械器具，無線通信機械器具，無
線応用機械器具，遠隔測定制御機械器具，音声周波機械器具，映像周波機械器具，電気
通信機械器具の部品及び附属品，電子応用機械器具及びその部品，電子応用機械器
具，電子管，半導体素子，電子回路，電子計算機用プログラム，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コンピューター
プログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
【07】金属加工機械器具，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，石材加工機械器具，風水力機械器具，農業用機械器具，芝刈機，電気式ワッ
クス磨き機，電気掃除機，電機ブラシ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.16 拒絶査定
2007.02.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.26 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.04 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)
2007.01.12 拒絶査定

2008/10/16
62／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

246

247

248

249

250

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】音楽ＣＤ、カセットテープ、レコード、音楽ＤＶＤ、ビデオ、

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.06.01 早期審査に関する事情説明書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.07.04 早期審査に関する報告書
2006.07.07 早期審査選定結果の通知書
2006.10.13 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))
2007.01.19 拒絶査定

06

【06】鉄及び鋼

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.04.19 優先権証明書提出書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.02 期間延長請求書
2006.10.02 認定･付加情報
2006.10.30 意見書
2006.10.31 上申書
2006.10.31 認定･付加情報
2006.10.31 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.06.02 手続補正書(方式)
2007.06.14 手続補正書(方式)
2008.03.24 登録料納付
［登録］
2008.02.22 登録査定書
2008.03.24 設定納付書
2008.04.08 登録証

09

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

09

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

09

【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.10.16 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))
2007.01.23 拒絶査定

￠ＬＥＳ ＲＡＬＬＩＺＥＳ ＤＥＮＵＤ
通常 2006-024486
ＥＳ＼裸のラリーズ

ＮＵ－ＩＲＯＮ

ＳＩＰｎｅｔ

静音マウス

サイレントマウス

優先:
2006-024808
標準

通常:
2006-024837
標準

通常:
2006-024952
標準

通常:
2006-024953
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］
2006.03.20 願書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.10.12 伺い書
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.20 伺い回答書
2007.01.23 拒絶査定

2008/10/16
63／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

251

252

商標（見本）

商標

チタニウムステンレス

ライブモニター

種別 出願番号

区分

254

255

ゼロ磁場

トリプル通話

ハイブリッドドラム

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.17 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
ロットマシン，レコード，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【11】冷暖房装置，冷凍機械器具，美容院用又は理髪店用の機械器具，電球類及び照明
用器具，家庭用電熱用品類，
【41】気功による治療，気功整体，中国式気功による治療

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.03.31 手続補正指令書(出願)
2006.05.22 手続補正書(方式)
2006.06.16 認定･付加情報
2006.06.16 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 意見書
2006.12.01 手続補足書
2007.01.05 認定･付加情報
2007.01.11 拒絶査定

07

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 手続補正書(方式)
2006.03.28 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.29 意見書
2006.11.29 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.06 手続補正書(方式)
2007.04.06 手続補正書(方式)
2007.04.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.16 登録料納付
［登録］
2008.01.08 登録査定書
2008.01.16 設定納付書
2008.02.05 登録証

通常:
2006-025739
標準

通常:
2006-026471
標準

通常 2006-026565

通常:
2006-026961
標準

通常:
2006-027245
標準

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

中間記録

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

11,41
253

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.13 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.12 拒絶査定

2008/10/16
64／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.29 拒絶査定
2007.03.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

07

【09】業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機の筐体，業務用テレビゲーム機のプロ
グラムを記憶させた電子回路その他の記憶媒体，業務用ゲーム機のプログラム，業務用
テレビゲーム機の部品及び付属品，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラ
ム及び同追加データ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練
用シミュレーター，ダウンロード可能な移動体電話用コンピュータプログラム・待ち受け画
像・着信音用音楽・着信音用音声，コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁
気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びそ
の部品（マウスパッド，キーボードカバー，ビデオゲーム用カスタムＩＣその他の周辺機器を
含む。），ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム及びコンピュータ用ゲームの追加
データ，電気通信機械器具（携帯電話用ストラップその他の電気通信機械器具の部品及び
附属品を含む。），家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログ
ラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁
気ディスク・同光ディスク・その他の記憶媒体，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおも
ちゃ用プログラム及び同追加データ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭその他の記憶媒体，ダウンロード可能な携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のプログラム及び同追加データ，レコード（録音済みコンパクトディスク
を含む。），電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭその他
の記憶媒体，ダウンロード可能な音楽，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用
マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ダウンロード可能な画像，電子出版
【07】袋製造機械，紙工機械器具

07

【07】袋製造機械，紙工機械器具，包装機械，包装用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

07

【07】袋製造機械，紙工機械器具，包装機械，包装用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

11

【11】浴室ユニット，浴槽類

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.23 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，しっくい，石灰製又は石こう 【中間記録情報】
［審査］
製の建築用又は建築用の専用材料
2006.03.16 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

09

256

257

258

259

260

261

アンモナイト＼Ａｍｍｏｎｉｔｅ

ピンチ

Ｗピンチ＼ダブルピンチ

ＳＳピンチ＼エスエスピンチ

繭（まゆ）形浴槽

イタリア漆喰

通常 2006-027308

通常:
2006-027675
標準

通常 2006-027676

通常 2006-027677

通常:
2006-027938
標準

通常 2006-028217

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.15 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

2008/10/16
65／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【中間記録情報】
01,06,11,19,20,37,4 【01】のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製金具，金 ［審査］
2

262

ゴミナシ＼５３７４

通常 2006-028290

09

263

264

265

ＥＣＯ－１０

エクセレントゲルマ

優先 2006-028596

属製のきゃたつ及びはしご，金属製建具
2006.03.29 願書
【11】便所ユニット，浴室ユニット，床暖房装置，加熱器，調理台，流し台，浴槽類
2006.03.30 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【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，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっく
2006.12.20 意見書
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， 2006.12.20 認定･付加情報
建造物組み立てセット（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
2006.12.20 代理人受任届
用ガラス，建具（金属製のものを除く。），鉱物性基礎材料
2007.01.26 拒絶査定
【20】きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），洗面化粧台，その他の家具
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，火災報知機の修
理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修
理又は保守，家具の修理，錠前の取付け又は修理，加熱器の修理又は保守，浴槽類の修
理又は保守
【42】建築物の設計，測量，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，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する
【09】蛍光灯用安定器，その他の配電用又は制御用の機械器具
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.06.30 優先権証明書提出書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.01 意見書
2007.01.23 拒絶査定
2007.06.28 手続補正書(方式)
2007.06.28 手続補正書

10

【10】医療用機械器具

10

【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
【中間記録情報】
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓 ［審査］
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用 2006.03.31 願書
2006.04.11 認定･付加情報
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
2006.11.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.25 意見書
2007.01.09 拒絶査定
2007.02.08 手続補足書
2007.10.26 登録料納付
［登録］
2007.10.17 登録査定書
2007.10.26 設定納付書
2007.11.13 登録証

通常 2006-028742

ロハスクラブ＼ＬＯＨＡＳ ＣＬＵ
通常 2006-029149
Ｂ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.17 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.26 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19

266

ロハスクラブ＼ＬＯＨＡＳ ＣＬＵ
通常 2006-029150
Ｂ

09

267

268

269

270

Ｑｕｉｃｋ Ｃｏｄｅ Ｃｈｅｃｋｅｒ

Ｉｏｒ測定用ユニット

キレイキープコート

ＹＵＧＥ

指定商品・役務
【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ
んが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築
専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建
築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製
の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製の
ものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその
製品，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製
のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠
（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道
路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式
のものを除く。），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
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

通常 2006-029290

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.16 上申書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

09

【09】クランプメータと組み合わせて用い、電圧位相検出センサーを非接触式として、電路に 【中間記録情報】
おける容量分漏れ電流と逆位相の可変可能な電流を注入することにより抵抗分漏れ電流 ［審査］
2006.04.03 願書
を測定する携帯型のユニット。
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.25 手続補正書
2006.12.25 意見書
2006.12.25 認定･付加情報
2006.12.25 認定･付加情報
2007.01.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.16 拒絶査定

11

【11】家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 意見書
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.12 手続補正書(方式)
2007.09.19 登録料納付
2007.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.18 登録査定書
2007.09.19 設定納付書
2007.10.09 登録通知書

09

【09】眼鏡

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.04.14 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

通常:
2006-029556
標準

通常:
2006-029636
標準

通常:
2006-029943
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］
2006.03.31 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.11.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.25 意見書
2007.01.09 拒絶査定
2007.02.08 手続補足書
2007.10.26 登録料納付
［登録］
2007.10.17 登録査定書
2007.10.26 設定納付書
2007.11.13 登録証
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No.

271

272

273

274

275

商標（見本）

商標

東京アイウェア

東京オプチカル バイ ユゲ

Ｔｅｃｈｎｏ ＦＩＸ

いもち病 センサー

プロフェッショナルＩＴサービス

種別 出願番号

区分

データクレンジング

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

09

【09】眼鏡

10

【10】医療用機械器具，創外固定器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.26 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

09

【09】温度計，湿度計，抵抗測定器，電圧計，電流計

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

09,40,42

【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，家庭
用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保
護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器
用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィ
ルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【40】放射線の除洗，布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。），裁縫，ししゅ
う，金属の加工，ゴムの加工，プラスチックの加工，セラミックの加工，木材の加工，紙の加
工，石材の加工，剥製，竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工（食物原材料
の加工を除く。），食料品の加工，義肢又は義歯の加工（医療材料の加工を含む。），映画
用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，製本，浄水
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算機用プロ
グラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.05 願書
2006.04.05 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)
2006.10.06 手続補正書
2006.10.06 意見書
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-029944
標準

通常:
2006-029945
標準

通常 2006-029986

通常:
2006-029987
標準

通常:
2006-030795
標準

通常:
2006-031037
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

09,42
276

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.31 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,11

277

フルーツキャンディ＼Ｆｒｕｉｔｓ＼
通常 2006-031358
Ｃａｎｄｙ

09,35,41

278

１００ＳＬＯＴ

通常:
2006-031499
標準

10
279

スーパーファイン

通常 2006-031546

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

指定商品・役務

中間記録

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.04.06 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，芳香
2006.04.06 認定･付加情報
剤（身体用のものを除く。），その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯， 項16号)
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， 2007.01.26 拒絶査定
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電気式芳香器，家庭用電気式消臭器，その他の
家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，ガス湯沸かし器，加熱器，
調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽類，あんどん，ちょうち
ん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便
座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用いす，家庭用汚水浄化槽，家庭用
【09】スロットマシン，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.03.27 願書
場においてコンピュータを利用して景品交換及び景品の在庫管理をするための景品管理
機，電子計算機用プログラム
2006.05.08 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
【35】広告，インターネットによる広告の代理，インターネットにおけるホームページの広告
用スペースの提供，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 項16号)
場調査，商品の販売に関する情報の提供，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算 2006.09.22
機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，広告用具の貸与，求 2006.10.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
人情報の提供
項16号)
【41】スロットマシン場の提供，ぱちんこホールの提供，ゲームセンターの提供，その他の娯 2007.01.09 拒絶査定
楽施設の提供，インターネット・テレビ・電話・ファクシミリを利用したスロットマシン場の提供
【10】医療用機械器具，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット， 【中間記録情報】
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， ［審査］
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，家 2006.03.24 願書
庭用電気マッサージ器，しびん，病人用便器，耳かき
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定
2008.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

06,07,09,10,11,12,1 【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製貯蔵槽類，金属製包装用容器，金属 【中間記録情報】
［審査］
3,35,36,37,39,40,42 製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。）

280

281

282

この星に、たしかな未来を。

ＳＫ厚ネット

ボックスフェンス

2006.04.07 願書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.12 手続補正書
2006.12.12 代理人選任届
2006.12.12 意見書
2007.01.16 認定･付加情報
2007.01.16 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

06

【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，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，包装用機械器具，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器
具，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。），陸上の乗物用の動力機械の部品，風
水力機械器具，農業用機械器具，漁業用機械器具，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，機械式駐車装置，芝刈機，修繕用機械器具，電気洗濯機，電動式カーテン
引き装置，塗装機械器具，乗物用洗浄機，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，機械要素
（陸上の乗物用のものを除く。）
【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，電気通信機械器具，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，人工衛星，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，
発光式又は機械式の道路標識，アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，電動式扉自
動開閉装置
【10】医療用機械器具
【11】工業用炉，原子炉，ボイラー，冷凍機械器具，乾燥装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交
換器，暖冷房装置，浄水装置，家庭用電熱用品類，汚水浄化槽，ごみ焼却炉，し尿処理槽
【12】船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並
びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，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，宇宙船並びにその部品及び附属品
【13】戦車
【35】商品の販売に関する情報の提供，商品の販売に関する事務の代理又は代行，輸出
入に関する事務の代理又は代行
【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
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，落石防止網

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，さく

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.15 意見書
2006.12.15 手続補足書
2007.01.23 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶査定

通常:
2006-032096
標準

通常:
2006-033747
標準

通常:
2006-033748
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］
2006.04.13 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 手続補足書
2006.12.15 意見書
2007.01.23 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,37,41,42

283

Ｔｈｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｗｉｚａｒｄ

通常:
2006-034662
標準

09,28,41

284

ＥＡ ＭＯＢＩＬＥ

優先:
2006-034971
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】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の
機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，携帯用液晶画面ゲー
ムおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用自動演奏
プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，電子出版物
【35】電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【41】通信ネットワークを利用した音楽・映像・画像・ゲームの提供
【42】通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれに関する助言，機械・装置
若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらにより構成される設備の設計，電子計算
機のプログラムの設計・開発・作成又は保守及びこれらに関する助言，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，著作
権の管理，電子計算機を用いて行う著作権データベースに関する情報処理，著作権の利
用に関する契約の代理又は媒介，電子計算機端末による通信のためのサーバーの貸与，
【09】電子計算機用ゲームプログラム，電子計算機用プログラム，ダウンロード可能なゲー
ムプログラム，ダウンロード可能な電子計算機用プログラム，携帯電話機用・簡易型携帯
電話機用又は携帯情報端末用のゲームプログラム及び娯楽用プログラム，携帯電話機用
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を記憶させた電子回路・磁気
ディスク・磁気テープ・ＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用
ゲームプログラム，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，業務用テレビゲーム機，ス
ロットマシン，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオ
ディスク及びビデオテープ，録画済みのＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，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または
音声，ダウンロード可能な画像及び映像
【28】携帯用ビデオゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ並びにその部品及び
附属品，その他のおもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダ
イスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トラン
プ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具
【41】オンラインによるゲームの提供，携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用
いておこなうゲームの提供，オンラインによるゲームの提供に関する情報の提供，娯楽の
提供，娯楽施設の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，図書及び
記録の供覧，美術品の展示，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企
画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演
奏，オンラインによる画像・映像又は音楽の提供，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制
作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），スポーツの興行の企画・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。），コンピュータネットワークその他の通信
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 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)
2007.01.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.06.26 優先権証明書提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.21 意見書
2006.11.21 手続補足書
2006.12.20 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.05 手続補正書(方式)
2007.06.05 手続補正書
2007.06.05 手続補足書
2008.02.20 登録料納付
2008.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.01.22 登録査定書
2008.02.20 設定納付書
2008.03.18 登録証

2008/10/16
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,37,42

285

ＤＡＸＬＡＮ

通常:
2006-035603
標準

08

286

ロハスクラブ＼ＬＯＨＡＳ ＣＬＵ
通常 2006-035874
Ｂ

09,37,42

287

Ｎｅｔｗｏｒｋ ＶｉｒｕｓＷａｌｌ

通常:
2006-036987
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】データベース検索用コンピュータプログラム，その他の電子計算機用プログラム，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，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
【35】コンピュータ・データベースの情報構築及び情報編集，コンピュータ・データベースへ
のデータ入力，広告，インターネット上の広告スペースの貸与又は提供，広告用具の貸
与，文章又は磁気テープのファイリング，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ
り及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），か
つお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チー
ズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち
工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具
に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ
アセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.10.04 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2007.01.05 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.29 意見書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.30 手続補足書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.11.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.25 意見書
2007.01.09 拒絶査定
2007.02.08 手続補足書
2007.10.26 登録料納付
［登録］
2007.10.17 登録査定書
2007.10.26 設定納付書
2007.11.13 登録証
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３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19

288

グランドリブ

通常:
2006-038449
標準

09

289

Ｓｏｕｎｄ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

通常:
2006-039082
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］
2006.04.26 願書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.28 意見書
2006.12.28 認定･付加情報
2007.01.10 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

ルミナスリング＼Ｌｕｍｉｎｏｕｓ Ｒ
通常 2006-038962
ｉｎｇ

09,38,41,42
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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
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，セメント製品製造用型枠（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。），石製彫刻，コンクリート製彫刻，大理石製彫刻，無機繊維の板
及び粉（石綿製のものを除く。），石こうの板，鉱さい
【09】電気通信機械器具
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.20 意見書
2007.01.19 拒絶査定
2007.03.20 手続補正書(方式)
2007.03.20 手続補正書
2007.09.27 登録料納付
2007.11.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.19 登録査定書
2007.09.27 設定納付書
2007.10.16 登録証

2008/10/16
73／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,42
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Ｄａｔａ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｓｅｒｖｉｃｅ

通常 2006-039172

17,19

292

ウッドグレイン

通常:
2006-039648
標準

指定商品・役務

中間記録

【09】携帯用通信機械器具，携帯電話端末用ストラップ，カーナビゲーション装置及びその
部品，その他の電気通信機械器具，電子計算機端末装置，電子計算機端末による通信を
通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム，移動体電話による
通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム，その他の電子
応用機械器具及びその部品，携帯情報端末，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端
末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する
印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒
体，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の
写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ
等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，ダウンロード可能な電子出版
物，ダウンロード可能な画像（動画・静止画を含む）・音楽・音声，ダウンロード可能な家庭
用テレビゲームおもちゃ用プログラム，カメラその他の写真機械器具
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，移動体電話・電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続の提供，無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，移動体電話・
電子計算機端末による無線ＬＡＮへの接続の提供，電子メールその他の電子計算機端末
による通信，電子掲示板通信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・
音声・画像・データの伝送交換，その他の電気通信（放送を除く。），電話機・ファクシミリそ
の他の通信機器の貸与，インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送
る放送，インターネットによる音声その他の音響を送る放送
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，
移動体電話機用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守，移動体電話機用のコン
ピュータプログラムの提供，インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供，電子化した
写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与，電子計算機端
末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与，コンピュータデータベース
【17】プラスチック基礎製品
【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専
用材料，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用
材料，建具（金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.30 手続補正書
2006.11.30 意見書
2007.01.11 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
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オフィスメーカー＼ＯＦＦＩＣＥＭＡ
通常 2006-039747
ＫＥＲ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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2006.04.28 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 意見書
2007.01.19 拒絶査定

2008/10/16
74／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

294

295

商標（見本）

商標

ソーラー＼ＳＯＬＡＲ

鉄道ＧＩＳ

種別 出願番号

区分

ＥＤＩＴＩＯＮ １０

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.05 手続補正書
2006.12.05 意見書
2007.01.17 認定･付加情報
2007.01.17 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定
2008.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,16,45

【09】地図情報を記憶させた磁気ディスクその他の記録媒体，地図情報システム開発用の
データを記録した磁気ディスクその他の記録媒体，電子応用機械器具及びその部品，コン
ピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディス
ク，その他のコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，その他の電子応用機械器具，
電気通信機械器具，鉄道地図情報を記憶させた磁気ディスクその他の記録媒体，鉄道及
び鉄道に付随した施設を対象とした地図情報を記憶させた磁気ディスクその他の記録媒
体，デジタル市街地図・航空写真・鉄道基本情報を記憶させた磁気ディスクその他の記録
媒体，インターネット又はイントラネットによりダウンロード可能な電子地図，インターネット
又はイントラネットによりダウンロード可能な鉄道電子地図，インターネット又はイントラネッ
トによりダウンロード可能な鉄道及び鉄道に付随した施設を対象とした電子地図
【16】印刷物，地図，鉄道及び鉄道に付随した施設を対象とした地図
【45】インターネット又はイントラネットによる鉄道地図情報の提供，インターネット又はイント
ラネットによる鉄道及び鉄道に付随した施設を対象とした地図情報の提供
【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，動力
伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，その他の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。），自動車並びにそ
の部品及び附属品（「タイヤ」及び「インナーチューブ」を除く。），タイヤ又はチューブの修繕
用ゴムはり付け片

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.11.08 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))
2006.12.07 手続補正書
2006.12.07 意見書
2007.01.18 拒絶査定

通常 2006-043658

通常:
2006-045324
標準

優先 2006-045400

09,42
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Ｗｏｒｋｌｏａｄ Ｍａｎａｇｅｒ

通常:
2006-045967
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】屋外用金属製の扉，屋外用金属製の門

12

296

指定商品・役務

06

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.06.28 優先権証明書提出書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.07.27 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)
2007.01.30 拒絶査定
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2006.05.19 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
2006.05.19 認定･付加情報
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知 号)
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告 2006.12.22 手続補正書
2007.01.05 拒絶査定
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプ
ログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエット
スーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコー
ド，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，
計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディ
スク及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験

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

2008/10/16
75／77

３条拒絶（機械）２００７．０１.xls
No.

298

299
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?∞Ｍ

金融教育公開授業

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.07.07 優先権証明請求書
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.18 手続補正書
2007.01.18 意見書
2007.01.26 拒絶査定
2007.02.06 手続補正書
2007.10.12 登録料納付
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.11 登録査定書
2007.10.12 設定納付書
2007.11.06 登録証

09,16,35,36,41

【09】電子出版物，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビ
デオディスク及びビデオテープ
【16】印刷物
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供，職業のあっせん，求人情報の提供
【36】預金の受け入れ，株式市況に関する情報の提供，保険料率の算出，建物又は土地の
評価鑑定，建物又は土地の情報の提供，企業の信用に関する調査，税務相談
【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，図書および記録の供覧，書籍の製作，映画の上映・製作，放送番組の制作，教育・文
化・娯楽・スポーツ用ビデオの製作（映画・放送番組・広告用のものを除く），興行の企画・
運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型
自動車競走の興行に関するものを除く），映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施
設の提供，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，図書の貸与，レコード又は録音済
み磁気テープの貸与，記録済み磁気テープの貸与
【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
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.11.13 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))
2006.12.25 意見書
2007.01.12 拒絶査定

通常 2006-046452

通常:
2006-046484
標準

ＧｌａｓｓＪｅｗｅｌ＼グラスジュエル 通常 2006-049628

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】電動機制御用インバーター，電動機制御用電気コンバーター

09,14
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.16 拒絶査定
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09,14

301

Ｇｌａｓｓ Ｊｅｗｅｌ＼グラスジュエ
ル

通常 2006-049744

03,09,14,20,21,26

302

￠ＭＡＲＣＨＥ ＡＵＸ ＰＵＣＥＳ 通常 2006-056965

09

303

ＤＩＧＩＴＡＬ ＰＡＰＥＲ

優先:
2006-059474
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2006.05.30 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
2006.10.17 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
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告 2007.01.16 拒絶査定
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.06.07 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2006.10.20 職権訂正履歴(職権訂正)
毛
2006.10.23 職権訂正通知書(職権訂正)
【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
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
2007.01.23 拒絶査定
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路ＣＤ－ＲＯＭ，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
【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］
2006.06.27 願書
2006.07.28 優先権証明書提出書
2006.08.24 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)
2007.01.30 拒絶査定
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区分
09,35,42

304

ＳｏｆｔＮＡＶＩ

通常:
2006-059702
標準

09,35,42

305

ソフトナビ

通常:
2006-059705
標準

07
306

エアウォッシュ

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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
【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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
【07】空気で洗う機能を備えた家庭用電気洗濯機，空気で洗う機能を備えた乾燥機能付き
家庭用電気洗濯機
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