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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

1

2

商標

ハーデンソイル

図形商標

種別 出願番号

区分

子どもを祈り あたたかい心を
育む

【中間記録情報】
［審査］
2004.07.05 願書
2004.07.27 認定･付加情報
2005.02.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.16 拒絶査定

09,38

【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
【12】車いす，妊婦用シートベルト補助具，自動車用チャイルドシート，その他の自動車並び
にその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，折畳み式
乳母車，その他の乳母車，乳母車の部品及び附属品，人力車，そり，老人用の歩行補助
車，老人用手押し車，その他の手押し車，荷車，馬車，リヤカー
【20】錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・
竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆（金属製のものを除く。），うちわ，せん
す，帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，ハンガーボード，タオル用ディスペン
サー（金属製のものを除く。），家庭用介護ベッド，ベビーベッド，その他のベッド，育児い
す，その他の家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょう
ぶ，ベンチ，揺りかご，いすとしても使用できる歩行器，その他の幼児用歩行器，スリーピン
グバッグ
【25】子守帯，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】おもちゃ，人形，スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除
く。），愛玩動物用おもちゃ，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカッ
プ，ダイアモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手芸用具，ドミノ用具，トランプ，花
【09】認知症アセスメント・ケアマネジメント・ケアに関する電子計算機用プログラム，電子出
版物
【16】認知症アセスメント・ケアマネジメント・ケアに関する書籍，印刷物
【41】認知症アセスメント・ケアマネジメント・ケアに関する知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2004.10.19 願書
2004.10.19 認定･付加情報
2005.03.01 代理人変更届
2005.06.03 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2005.07.11 意見書
2005.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.16 拒絶査定

通常:
2004-066547
標準

通常 2004-095514

通常:
2004-116374
標準

09,16,41

4

認知症の人のためのケアマネ
ジメントセンター方式

通常:
2005-019508
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】セメント及びその製品

12,20,25,28

3

指定商品・役務

19
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【中間記録情報】
［審査］
2004.12.21 願書
2005.02.23 手続補正書(方式)
2005.07.29 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.02 手続補正書
2005.08.02 手続補足書
2005.08.02 意見書
2005.08.30 認定･付加情報
2005.09.16 補正の却下の決定
2007.02.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.23 願書
2005.09.30 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))
2005.12.13 手続補正書
2005.12.13 意見書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.01.31 認定･付加情報
2006.03.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.02.02 拒絶査定
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No.

商標（見本）

5

6

商標

ケーブルロッカー

ＯＺ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ

種別 出願番号

区分

ｉＱｕｅｒｙ

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.14 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.05 意見書
2006.01.23 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

09

【09】理化学機械器具，測定機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真
機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救
命用具，電気通信機械器具，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子応用機械器具及びその部品，ロケット，スロットマ
シン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，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，事故防護用手袋，
消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防艇，スプリンクラー消火装置，保安用ヘルメッ
ト，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，磁心，抵抗線，電極，映写フィルム，
スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，
ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，硬貨の計数用又
は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器
具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマ
シン，郵便切手のはり付けチェック装置，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，アーク溶接機，金属溶断機，電
気溶接装置，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラ
【09】理化学機械器具，測定機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真
機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救
命用具，電気通信機械器具，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子応用機械器具及びその部品，ロケット，スロットマ
シン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，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，事故防護用手袋，
消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防艇，スプリンクラー消火装置，保安用ヘルメッ
ト，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，磁心，抵抗線，電極，映写フィルム，
スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，
ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，硬貨の計数用又
は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器
具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマ
シン，郵便切手のはり付けチェック装置，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，アーク溶接機，金属溶断機，電
気溶接装置，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラ
【09】電子メールをフィルターにかけウィルス・不必要な電子メール・物騒な電子メールを検
知するためのコンピュータ監視・管理装置，電子メール専用サーバ，コンピュターハードウェ
ア，電子メール処理に関するコンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びそ
の部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.05 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.07.07 認定･付加情報
2005.07.07 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.09 意見書
2006.01.23 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定

通常 2005-026963

通常:
2005-034143
標準

通常:
2005-034144
標準

09

8

ＴＯＴＡＬ ＭＥＳＳＡＧＩＮＧ ＳＥＣ 優先:
2005-040002
ＵＲＩＴＹ
標準

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

中間記録

【09】電線及びケーブル

09

7

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2005.04.05 願書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.09 意見書
2006.01.20 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.09 願書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.06.27 認定･付加情報
2005.06.27 認定･付加情報
2005.08.05 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.08.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.11 手続補正書
2005.11.11 意見書
2005.11.14 認定･付加情報
2005.11.14 認定･付加情報
2005.11.16 手続補正書
2005.12.16 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定
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No.

商標（見本）

9

10

商標

皿リーマー

ウッドレール

種別 出願番号

区分

中間記録

【06】金属製金具
【中間記録情報】
【20】カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょ ［審査］
う・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャ－（金属製・ゴ 2005.05.30 願書
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。）
条1項11号を除く))
2006.01.30 手続補正書
2006.01.30 意見書
2007.02.06 拒絶査定
2007.05.10 手続補正書(方式)
2008.02.05 登録料納付
［登録］
2008.01.08 登録査定書
2008.02.05 設定納付書
2008.03.04 登録証

19

【19】間伐材のような木材を主要部材とした防護柵，防護柵に使用する木製のビーム，防護 【中間記録情報】
柵に使用する木製の支柱，木製ビームと木製支柱とを連結するための専用金具のように ［審査］
2005.06.09 願書
木材を主要部材とした防護柵に使用する専用部品
2006.01.06 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))
2006.02.15 手続補正書
2006.02.15 意見書
2007.02.07 拒絶査定
2007.03.30 手続補正書(方式)
2008.03.27 手続補正書
2008.07.18 登録料納付
2008.09.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.07.09 登録査定書
2008.07.18 設定納付書
2008.08.05 登録証

通常:
2005-047388
標準

通常:
2005-051621
標準

指定商品・役務

06,20

09,16,25,28,35,38,4 【09】ダウンロード可能な画像・映像・音声，レコード又は録音・録画済み記録媒体，業務用 【中間記録情報】
テレビゲーム機，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テ ［審査］
1

11

ゴルフ格闘技

通常:
2005-053049
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。

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，運動用保護ヘルメット，映写フィルム，スライドフィル
ム，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，電気式鉛筆削り，印刷したくじ（おも
ちゃを除く。），紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【25】被服，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】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，歌がるた，さいころ，すごろく，手品用具，トランプ，遊戯用器具，運動用具
【35】オークションの企画・運営又は開催，広告，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給
【41】ゴルフ及びゴルフ競技会に関する情報の提供，ゴルフ場・ゴルフ練習場に関する情報
の提供，コンピューターネットワークによるオンラインゲームの提供，オンラインによる画像・
映像の提供，当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・
運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制作，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，スポーツの興行の企画・運営
又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポー
ツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），運動施設の提供，娯
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2005.06.13 願書
2005.06.13 手続補足書
2005.06.16 認定･付加情報
2005.06.16 認定･付加情報
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.30 意見書
2006.03.30 手続補足書
2006.04.26 認定･付加情報
2007.02.08 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

12

13

14

商標（見本）

商標

ＮＣデッキ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

06

【06】建築用又は構築用の金属製床構造材

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，サーバ装置

09

【09】紫外線灯誘引式殺虫装置，その他の電灯誘引式殺虫装置

通常:
2005-057534
標準

インスタレーション＼ＩＮＳＴＡＬＬ
通常 2005-066014
ＡＴＩＯＮ

Ｅ－ＦＬＹ

通常:
2005-076106
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］
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2005.07.15 代理権変更届
2005.07.15 認定･付加情報
2006.10.13 伺い書
2006.10.20 伺い回答書
2006.11.14 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 意見書
2006.12.18 手続補足書
2007.01.23 認定･付加情報
2007.02.27 拒絶査定
2007.06.07 手続補正書(方式)
2007.06.07 手続補足書
2008.08.18 登録料納付
［登録］
2008.08.05 登録査定書
2008.08.18 設定納付書
2008.09.02 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.28 意見書
2007.02.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2005.08.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.19 認定･付加情報
2005.08.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.02 手続補正書
2006.06.02 手続補足書
2006.06.02 意見書
2006.07.04 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

2008/11/13
6／61

３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

15

16

商標（見本）

商標

ＦｌａｇＴａｇ

Ｖｉｒｔｕａｌ ＩＶ

種別 出願番号

区分

§Ｇ－ＰＸ

10

【10】医療訓練用シミュレータ及びその付属品

優先:
2005-076579
標準

分割:
2005-078678
標準

通常 2005-079987

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】共振回路又はＩＣチップを組み込んだ電子共振タグ，電子共振タグの記録情報の読取 【中間記録情報】
り・書き込み装置，電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
［審査］
2005.08.16 願書
【16】接着性を有する紙製ラベル・タグ・カード，紙類
2005.11.15 優先権証明書提出書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.09 手続補正書
2006.05.09 意見書
2006.05.09 手続補足書
2006.06.05 認定･付加情報
2007.02.06 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書
2007.05.01 手続補足書
2008.02.14 登録料納付
［登録］
2008.01.29 登録査定書
2008.02.14 設定納付書
2008.03.11 登録証

12

17

指定商品・役務

09,16

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.23 願書
2005.08.29 上申書
2005.08.29 認定･付加情報
2005.08.30 認定･付加情報
2005.09.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.10.24 手続補正書
2005.10.24 意見書
2005.10.25 認定･付加情報
2005.10.25 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定
【12】塵芥収集車並びにその部品及び附属品その他の自動車並びにその部品及び附属 【中間記録情報】
品，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 ［審査］
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 2005.08.26 願書
す，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 2005.09.28 手続補正書(方式)
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 2005.09.28 手続補正指令書(出願)
2005.10.27 認定･付加情報
はチューブの修繕用ゴムはり付け片
2006.02.22 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.03.14 意見書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.15 手続補足書
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.30 手続補足書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.04.27 認定･付加情報
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.01 拒絶査定
2007.11.26 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.
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,36,42

18

ＬＥＡＤＳ

通常:
2005-087351
標準

09,42,45

19

ＶＲＭａｐ

中学英語まるごとマスター

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2006.03.16 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.04.24 手続補正書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.04.24 意見書
2006.04.24 認定･付加情報
2007.02.13 拒絶査定
2007.03.22 手続補正書
2007.12.27 登録料納付
2008.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.06 登録査定書
2007.12.27 設定納付書
2008.01.29 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.14 手続補足書
2005.11.22 手続補正書(方式)
2005.11.24 認定･付加情報
2005.11.24 認定･付加情報
2005.11.24 認定･付加情報
2006.05.16 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))
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 意見書
2006.08.17 手続補正書(方式)
2006.08.17 手続補正書(方式)
2006.09.20 認定･付加情報
2006.09.20 認定･付加情報
2007.02.20 拒絶査定

【09】録音又は録画済み磁気ディスク・光ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・コンパクトディスク・ＭＤ・ＤＶ
Ｄ，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，地図情報・各種
統計情報を記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤその他の記録媒体，
文字・画像・音声情報を記憶させたＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，業務用テレビゲーム
機，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，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

通常 2005-106781

09,16

20

指定商品・役務
【09】企業の財務指標評価・企業の経営指標評価又は企業の債務評価のための電子計算
機用プログラム，経営の診断のための電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械
器具及びその部品，電気通信機械器具，電子出版物，レコード
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，企業経営に関する情報の提供，商品
の販売に関する情報の提供，財務書類の作成，電子計算機の操作
【36】企業の信用に関する調査，有価証券の貸付け，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，内国為替取
引，外国為替取引，信用状に関する業務，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・
有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等
先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，
有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オ
プション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売
買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，
有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提
供，建物又は土地の情報の提供
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機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，
電子計算機の貸与
【09】インターネットその他のコンピュータネットワークを介してダウンロードされる地図・視覚
的に表現可能な地理的画像（地図又は地理に関する文字・図形・写真・映像・音声など），
地図データ・画像データその他の地理的情報を記憶させたＣＤ－ＲＯＭ・その他の記録済
み電子媒体
【42】地図データ・画像データその他の地理的情報を電子計算機に表示させる電子計算機
用プログラムの提供
【45】電子計算機を用いて行うデジタル化された住宅地図情報・道路地図情報の提供，そ
の他の地図情報の提供

通常:
2005-115711
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）２００７．０２.xls
No.

21

22

23

24

商標（見本）

商標

ＳＰＡＣＥＳＥＲＶＥＲ

３Ｄ－Ｇｅｎｅ

Ｅｖｅｎｉｎｇ Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ

Ｄａｙｔｉｍｅ Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ

種別 出願番号

区分

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 【中間記録情報】
機械器具，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具 ［審査］
2005.12.13 願書
及びその部品
2006.01.17 手続補正指令書(出願)
2006.01.20 手続補正書(方式)
2006.01.20 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.03 意見書
2006.08.03 手続補足書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.12.06 意見書
2006.12.06 手続補足書
2007.01.10 認定･付加情報
2007.02.13 拒絶査定
2007.03.08 手続補足書
2007.11.01 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］
2007.10.02 登録査定書
2007.11.01 設定納付書
2007.11.20 登録証

01,05,09,10

【01】遺伝子発現解析用試薬（医療用のものを除く。），ジェノタイピング解析用試薬（医療用
のものを除く。），その他の遺伝子研究用化学試薬及びキットになった遺伝子研究用化学
試薬（医療用のものを除く。），その他の化学品
【05】遺伝子診断用試薬及びキットになった遺伝子診断用試薬（医療用のものに限る。）
【09】実験・解析・研究用ＤＮＡチップ，実験用機械器具，その他の理化学機械器具
【10】遺伝子検査用ＤＮＡチップ，その他の検査用ＤＮＡチップ，医療用及び診断用のＤＮＡ
チップ，その他の医療用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
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))
2006.11.15 手続補正書
2006.11.15 意見書
2006.11.15 手続補足書
2006.11.15 手続補足書
2006.11.15 手続補足書
2006.11.15 手続補足書
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.15 手続補足書
2006.11.15 代理人受任届
2006.12.15 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
2007.03.02 手続補足書
2007.11.16 登録料納付
2008.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.11.14 登録査定書
2007.11.16 設定納付書
2007.12.18 登録証

09,10,42

【09】電子計算機用プログラム
【10】血圧計，その他の医療用機械器具
【42】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.15 拒絶査定

09,10,42

【09】電子計算機用プログラム
【10】血圧計，その他の医療用機械器具
【42】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.15 拒絶査定

通常:
2005-116839
標準

通常 2005-118774

通常:
2005-119370
標準

通常:
2005-119372
標準

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

中間記録

09
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

25

26

27

28

商標（見本）

商標

Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｓｕｒｇｅ

Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ

モーニングサージ

ＮｅｔｗｏｒｋＱｕｅｕｉｎｇＳｙｓｔｅｍ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 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)
2007.02.15 拒絶査定

09,10,42

【09】電子計算機用プログラム
【10】血圧計，その他の医療用機械器具
【42】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 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)
2007.02.15 拒絶査定

09,10,42

【09】電子計算機用プログラム
【10】血圧計，その他の医療用機械器具
【42】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 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)
2007.02.15 拒絶査定

09,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 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)
2007.01.19 意見書
2007.02.09 拒絶査定
2007.03.19 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人変更届
2007.04.27 手続補正書(方式)
2008.05.30 代理人変更届

通常:
2005-119376
標準

通常:
2005-119377
標準

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

中間記録

【09】電子計算機用プログラム
【10】血圧計，その他の医療用機械器具
【42】電子計算機用プログラムの提供

通常:
2005-119375
標準

通常:
2005-120465
標準

指定商品・役務

09,10,42
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

29

デジモジ＼ｄｉｇｉｍｏｊｉ

通常 2005-121509

19

30

血液サラサラ住宅

通常:
2005-122293
標準

06

31

血液サラサラ住宅

通常:
2005-122294
標準

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

指定商品・役務
【09】電子計算機用プログラム，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，電気通信機械器具，磁心，抵抗線，電極，消防艇，
ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，
溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベル
ト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
【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，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
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。），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
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 意見書
2006.08.01 手続補足書
2006.08.30 認定･付加情報
2007.02.06 伺い書
2007.02.16 伺い回答書
2007.02.20 拒絶査定
2007.03.16 手続補足書
2007.11.05 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］
2007.10.17 登録査定書
2007.11.05 設定納付書
2007.12.11 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.09 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,42

32

ＴＲＵＳＴＥＤ

通常:
2005-122612
標準

11

33

炭炊き

ＡＳ ＩＮＤＩＶＩＤＵＡＬ ＡＳ ＹＯＵ
優先 2006-003198
ＡＲＥ

05,09,10,16,41

35

Ｔ－ＯＰＴＩＭＩＺＥＤ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.30 意見書
2007.02.09 拒絶査定
2007.12.03 登録料納付
［登録］
2007.11.28 登録査定書
2007.12.03 設定納付書
2008.01.08 登録証

【05】生組織を材料とする外科用インプラント
【09】コンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品
【10】眼科用インプラント，外科用の眼科用インプラントを埋め込む為の器具，その他の医
療用機械器具
【16】眼科の屈折矯正の外科的処置に関する書籍・マニュアル・小冊子・パンフレット，その
他の印刷物
【41】眼科の屈折矯正の外科的処置に関する医師に対する教育・訓練，眼科の屈折矯正の
外科的処置に関するセミナーの企画・運営又は開催，眼科の屈折矯正の外科的処置に関
する書籍の制作，眼科の屈折矯正の外科的処置に関するビデオの制作（映画・放送番組・
広告用のものを除く。）
【05】生組織を材料とする外科用インプラント
【09】コンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品
【10】眼科用インプラント，外科用の眼科用インプラントを埋め込む為の器具，その他の医
療用機械器具
【16】眼科の屈折矯正の外科的処置に関する書籍・マニュアル・小冊子・パンフレット，その
他の印刷物
【41】眼科の屈折矯正の外科的処置に関する医師に対する教育・訓練，眼科の屈折矯正の
外科的処置に関するセミナーの企画・運営又は開催，眼科の屈折矯正の外科的処置に関
する書籍の制作，眼科の屈折矯正の外科的処置に関するビデオの制作（映画・放送番組・
広告用のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.02.22 優先権証明書提出書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.31 認定情報通知書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定

通常:
2006-002573
標準

05,09,10,16,41

34

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

優先 2006-003199

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.24 手続補正書
2006.08.24 意見書
2006.08.24 認定･付加情報
2006.08.24 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.02.22 優先権証明書提出書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

36

37

38

39

商標（見本）

商標

モバイルＱＱ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.11 早期審査に関する事情説明書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.02.24 出願番号特定通知書
2006.03.02 早期審査に関する報告書
2006.03.10 早期審査選定結果の通知書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.07 意見書
2006.09.13 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

09

【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，電池，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応
用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベ
ルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 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))
2007.02.23 拒絶査定

09

【09】医療用ソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 意見書
2006.11.15 手続補足書
2006.12.13 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定
2007.05.30 手続補正書
2007.05.30 手続補足書
2007.10.19 代理人受任届
2007.11.05 代理人辞任届
2008.02.01 登録料納付
［登録］
2008.01.28 登録査定書
2008.02.01 設定納付書
2008.02.26 登録証

10

【10】医療用機械器具，整形外科用機械器具，整形外科用補綴器具，外科用機械器具，人
工材料からなる外科用インプラント，医療用機械器具・整形外科用機械器具・整形外科用
補綴器具・外科用機械器具・人工材料からなる外科用インプラント・プレート及びスクリュー
等の外科用機械器具からなる医療用キット

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.02.21 優先権証明書提出書
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
2006.05.09 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.02 拒絶査定

通常:
2006-004191
標準

通常:
2006-005781
標準

ＳＭＡＬＬ ＢＯＮＥ ＦＩＸＡＴＩＯＮ
優先 2006-006636
ＳＹＳＴＥＭ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】電話機，携帯用通信機械器具

カワナベキョウサイ＼河鍋暁斎
の＼妖怪ゲーム＼Ｋｙｏｓａｉ Ｍｏ 通常 2006-005026
ｎｓｔｅｒ Ｇａｍｅ

患者状態適応型パス

指定商品・役務

09

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,42,45

40

Ｍｅｓｓａｇｅ Ｅｘｃｈａｎｇｅ＼メッ
セージエクスチェンジ

42

11

【11】電球類及び照明用器具，暖冷房装置，家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.02.07 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)
2006.10.02 意見書
2006.10.02 認定･付加情報
2006.12.27 上申書
2006.12.28 認定･付加情報
2007.02.01 拒絶査定

09,14

【09】携帯電話用ストラップ，カメラ用ストラップ
【14】キ－ホルダ－

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.07.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.02 拒絶査定

通常 2006-007767

43

スーパーストーン＼ＳＵＰＥＲＳＴ
通常 2006-008723
ＯＮＥ

シーリングスポット

ＳＵＧＵＤＥＲＵ＼スグデル

通常:
2006-009788
標準

通常 2006-010951

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.02.01 願書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.24 意見書
2006.10.25 手続補足書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.11.27 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定

03,08

41

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，インターネットにより提供されるダウンロード可能な携帯用液
晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム，インターネットにより提供されるダウンロード可能な
移動体電話機用ゲームプログラム，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，
運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，インターネット
で提供されるダウンロード可能な音楽，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィ
ルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ダウンロード可能な雑誌・書
籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報，その他の電子出版物
【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
【03】研磨紙，研磨布，研磨用砂，つや出し紙，つや出し布
【08】アルミナ繊維製砥石，金属研磨用砥石

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.27 手続補正書
2006.10.03 手続補正指令書(出願)
2006.10.04 手続補正書
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
2006.12.15 手続補足書
2007.01.19 認定･付加情報
2007.02.27 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

44

45

46

47

商標（見本）

商標

Ｗコンパクト

水素豊富水

エココート＼ＥＣＯＣＯＡＴ

ＵＰＫＩ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】エアーコンディショナー

11,32

【11】家庭用浄水器，浸水性の容器の中にマグネシウム粒を入れてなる飲料水とマグネシ 【中間記録情報】
ウム粒とを反応させて飲料水の中に水素ガスを発生させる家庭用水素発生器
［審査］
2006.02.10 願書
【32】水素分子を含む飲料水
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 意見書
2006.11.01 手続補足書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.12.04 認定･付加情報
2007.02.27 拒絶査定

07,40

【07】直動案内軸受，ボールねじ，その他の機械要素（陸上の乗物用のものを除く。）
【40】金属の加工

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 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)
2006.11.24 意見書
2006.11.24 手続補足書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.02.27 拒絶査定

09,42

【09】インターネットその他のコンピュータネットワーク上での電子取引若しくは通信における
デジタル署名の認証又はデジタル通信の認証若しくは暗号化に使用されるデジタル証明
書の発行及び管理に関連した既存のデータベースを使用した本人証明のためのコン
ピュータソフトウエア，デジタル証明書の発行・検証・管理及び公開鍵基盤（ＰＫＩ）サービス
及びその他の管理セキュリティサービスを既存の通信ネットワーク及びソフトウエアと統合
するためのコンピュータソフトウエア，インターネット及びコンピュータデバイス間その他の
通信手段による機密情報・学術情報・その他のデジタル情報の安全な伝送を可能にする暗
号化ソフトウエア，電子応用機械器具及びその部品
【42】デジタル証明書認証の分野における他社に対するアウトソース管理，デジタル証明書
発行，インターネットその他のコンピュータネットワーク上での電子取引及び通信のための
コンピュータ認証・暗号化及び証明，インターネットその他のコンピュータネットワーク上で
の電子取引及び通信におけるセキュリティのために使用される認証・暗号化及び証明，本
人確認の認証・インターネットその他のコンピュータネットワーク上での電子取引若しくは通
信におけるデジタル署名の認証又はデジタル通信の認証若しくは暗号化のためのデジタ
ル証明書の発行及び管理，インターネットその他のコンピュータネットワーク上でのセキュリ
ティアクセス・許可・認証・暗号化及び本人確認システムの開発・設計・実装・試験・分析及
びコンサルティング，デジタル証明書の発行及び管理のコンピュータシステムの開発・統合
及び操作，デジタル証明書の発行及び管理のためのシステムの開発及び実施，公開鍵基
盤（ＰＫＩ）の検証・認証システムの配布及び管理，機密情報・学術情報の提供その他電子
商取引におけるオンラインによる利用者の証明，機密情報・学術情報の提供その他電子商
取引におけるオンラインによる利用者の本人確認・証明，インターネットその他のコンピュー
タネットワーク運営者及び利用者の認証及び当該認証にかかわる電子証明書の発行，イ
ンターネットその他のコンピュータネットワークを利用した情報提供者の認証及びアクセス
制御システムの設計並びにこれに関する助言，電子計算機のプログラムの設計・作成又

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.07.04 伺い書
2006.07.14 伺い回答書
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))
2007.02.09 拒絶査定

通常:
2006-011457
標準

通常:
2006-011474
標準

通常 2006-012873

通常:
2006-013037
標準

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

中間記録

11
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 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)
2006.10.30 意見書
2006.10.31 認定･付加情報
2007.02.06 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,12

48

ドライバーズオーディオステージ
通常 2006-013817
＼Ｄｒｉｖｅｒ’ｓ Ａｕｄｉｏ Ｓｔａｇｅ

09,41

49

フォトスタイル

通常:
2006-013937
標準

06

50

Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ Ｂａｒｉｃａｒ

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，出版物の内容を記憶させた記録媒体
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動力伝導装置，緩衝器，ば
ね，制動装置，落下傘，乗物用盗難警報器，車いす，陸上の乗物用の交流電動機又は直
流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除
【09】ダウンロード可能な画像・映像・文字，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，録画済みビデオテープ・ビデオディスク及びその他の記録媒
体，ダウンロード可能な音楽又は音声，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，
メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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，携帯電
話機用ストラップ，その他の電気通信機械器具，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，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，
業務用テレビゲーム機，眼鏡，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，
金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用
又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器
具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマ
シン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車
場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー
消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号
機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，
電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレー
ター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，消
防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マ
スク，溶接マスク，防火被服，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
【41】通信を用いて行う画像・映像・音楽・音声の提供，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の
興行の企画又は運営，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，
【06】金属製車止め，その他の建築用又は構築用の金属製専用材料

通常:
2006-014905
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.09 意見書
2006.11.29 手続補正指令書(中間書類)
2006.12.07 手続補正書
2006.12.15 認定･付加情報
2006.12.15 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定
2007.03.01 代理人受任届
2007.03.02 認定･付加情報
2007.06.08 手続補正書
2008.02.18 登録料納付
［登録］
2008.02.12 登録査定書
2008.02.18 設定納付書
2008.03.11 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.09 意見書
2006.11.09 手続補足書
2006.11.09 代理人受任届
2006.12.11 認定･付加情報
2006.12.11 認定･付加情報
2006.12.11 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28

51

ＥＣＯＴＯＹ＼エコトイ

通常 2006-015676

10,11,19,42

52

さざれ焼き

通常:
2006-018365
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］
2006.02.10 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

【07】食料加工用又は飲料加工用の機械器具
【29】食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍うなぎ，加工水産物
【40】食料品の加工，食料品加工機械の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 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)
2007.02.02 拒絶査定

にっぽん さうな＼ＮＩＰＰＯＮ Ｓ
通常 2006-016052
ＡＵＮＡ

07,29,40
53

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
【10】床暖式サウナ
【11】床暖式サウナ
【19】床暖式サウナ
【42】床暖式サウナ
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.03.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.10 手続補正指令書(出願)
2006.03.29 手続補正書(方式)
2006.04.28 認定･付加情報
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))
2007.02.02 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,12

54

Ｌａｎｅ Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏ 通常:
2006-018422
ｎ
標準

09,12

55

Ｃｕｒｖｅ Ｏｖｅｒｓｐｅｅｄ Ｐｒｅｖｅｎｔｉ 通常:
2006-018423
ｏｎ
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，出版物の内容を記憶させた記録媒体
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動力伝導装置，緩衝器，ば
ね，制動装置，落下傘，乗物用盗難警報器，車いす，陸上の乗物用の交流電動機又は直
流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除
【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，出版物の内容を記憶させた記録媒体
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動力伝導装置，緩衝器，ば
ね，制動装置，落下傘，乗物用盗難警報器，車いす，陸上の乗物用の交流電動機又は直
流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 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)
2007.02.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 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)
2007.02.09 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

56

セキュアドキュメント管理

通常:
2006-018901
標準

09,42

57

ＲｏｏｔＤｉｓｋＭｏｎｉｔｏｒ

通常:
2006-018902
標準

07
58

ワンタッチスタート

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
【07】農業用機械器具

通常:
2006-018963
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【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)
2007.02.02 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,42

59

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏｍ
通常 2006-019714
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ

09,35,42

60

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏｍ
通常 2006-019818
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ ｖｅｒ．２．０

09,35,42

61

§Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏ
通常 2006-019821
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ ２

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

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,42

62

ＩＭＣ ｖｅｒ．２．０

§ＰＣ２

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］
2006.03.08 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)
2007.02.02 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］
2006.03.08 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

通常 2006-019827

優先 2006-019834

09,42

64

業務モニター

通常:
2006-020410
標準

19
65

66

67

スタックドストーン調

ピンチバッグ

バックス＼ＢＡＸ

通常:
2006-020463
標準

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.05.30 優先権証明書提出書
2006.06.28 認定･付加情報
2006.08.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.01 期間延長請求書
2007.02.06 拒絶査定
【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，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 2006.03.08 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
Ｄ－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
項16号)
2007.02.09 拒絶査定
【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
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
【中間記録情報】
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト ［審査］
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用 2006.03.08 願書
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の 2006.03.08 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 2006.10.13 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，建築用ガラス，鉱物性基礎材料
2007.02.02 拒絶査定

通常:
2006-020529
標準

通常 2006-020530

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.06 拒絶査定

05,09,10

63

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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
【05】診断・臨床及び（又は）医療用の商品
【09】試薬，機器，ソフトウェア，実験用備品及び消耗品，コンサルティングサービス，コン
ピュータサービス，オンラインソフトウェア（ダウンロードできないもの）の一時的使用の提
供，医療・研究及び実験関連の診断サービス，他者のための製品開発，実験関連サービ
ス，調査及び研究，コンピュータソフトウェア及び機器のインストール・設置・保守・修復及び
修理，核酸分析，サービス，研究及び開発サービス，化学品の在庫管理
【10】診断・臨床及び（又は）医療用の商品
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

68

ｘ－Ｏｖｅｒｖｉｅｗ

通常:
2006-020645
標準

09

69

ｘ－Ｓｃｒａｐｂｏｏｋ

通常:
2006-020646
標準

09
70

Ｆｕｌｌ Ｄｉｓｋ Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ＼フル
通常 2006-020736
ディスク エンクリプション

09
71

バーコード用フォントキット

通常:
2006-021098
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】ハードディスクオーディオプレーヤー，ハードディスクビデオレコーダー，携帯電話機， 【中間記録情報】
デジタルカメラ，ビデオカメラ，その他の電気通信機械器具，電子計算機，パーソナルコン ［審査］
2006.03.08 願書
ピュータ，家庭用サーバーコンピュータ，サーバー用コンピュータ，電子計算機用プログラ
2006.03.08 認定･付加情報
ム，その他の電子応用機械器具およびその部品
2006.09.26 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2006.10.18 手続補正書(方式)
2006.10.18 意見書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.11 意見書
2006.12.11 代理人選任届
2006.12.11 手続補足書
2007.01.15 認定･付加情報
2007.01.15 認定･付加情報
2007.01.15 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定
【09】ハードディスクオーディオプレーヤー，ハードディスクビデオレコーダー，携帯電話機， 【中間記録情報】
デジタルカメラ，ビデオカメラ，その他の電気通信機械器具，電子計算機，パーソナルコン ［審査］
2006.03.08 願書
ピュータ，家庭用サーバーコンピュータ，サーバー用コンピュータ，電子計算機用プログラ
2006.03.08 認定･付加情報
ム，その他の電子応用機械器具およびその部品
2006.06.30 優先権証明請求書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2006.10.18 手続補正書(方式)
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.18 意見書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.11 意見書
2006.12.11 代理人選任届
2006.12.11 手続補足書
2007.01.15 認定･付加情報
2007.01.15 認定･付加情報
2007.01.15 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定
【09】自動販売機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電 【中間記録情報】
子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，携帯用液晶画面ゲー ［審査］
ムおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用自動演奏
2006.03.08 願書
プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 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
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 意見書
2007.02.13 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,42

72

ユビキタス業務変革プログラム

通常:
2006-021495
標準

11

73

土鍋ＩＨ

ＡＩエンジン

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.09.29 手続補正書
2006.09.29 意見書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.15 意見書
2007.02.02 拒絶査定
2007.02.27 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人変更届
2007.12.17 登録料納付
［登録］
2007.11.30 登録査定書
2007.12.17 設定納付書
2008.01.22 登録証

通常:
2006-023031
標準

09
74

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

通常:
2006-023129
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］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.11 手続補正書
2006.12.11 認定･付加情報
2006.12.11 認定･付加情報
2006.12.11 意見書
2007.02.02 拒絶査定

【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
【中間記録情報】
具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通 ［審査］
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯 2006.03.15 願書
用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロッ 2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
トマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及 項16号)
びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデ 2006.11.22 意見書
2007.02.02 拒絶査定
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

75

クラスタシステム構築サービス

通常:
2006-023573
標準

09,42

76

ＣＭＭＩコンサルティングサービ 通常:
2006-023578
ス
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］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 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

77

ＩＰテレフォニーソリューション

通常:
2006-023579
標準

09,42

78

ＤＷＨコンサルティングサービス

通常:
2006-023580
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］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.09.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.21 刊行物等提出書
2006.10.19 認定･付加情報
2006.10.20 刊行物等提出による通知書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

79

ＢＣサービス

通常:
2006-023581
標準

09,42

80

ｉＳｔｏｒａｇｅＭａｎａｇｅｒ

通常:
2006-023582
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］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

81

ＩＳＴＯＲＡＧＥＭＡＮＡＧＥＲ

通常:
2006-023583
標準

19

82

ピュアナチュラル

ＳＵＰＥＲ ＣＯＭＰＡＣＴ

通常:
2006-024041
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］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く。），栽培機械
器具，収穫機械器具，植物粗製繊維加工機械器具，飼料圧搾機，飼料裁断機，飼料配合
機，飼料粉砕機，牛乳ろ過器，搾乳機，育雛器，ふ卵器，蚕種製造用又は養蚕用の機械
器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装
用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，ゴム製品製造
機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を
除く。），陸上の乗物用の動力機械の部品，水車，風車，風水力機械器具，機械式の接着
テープディスペンサー，自動スタンプ打ち器，業務用電気洗濯機，修繕用機械器具，機械
式駐車装置，乗物用洗浄機，業務用撹はん混合機，業務用皮むき機，業務用食器洗浄
機，業務用切さい機，業務用電気式ワックス磨き機，業務用電気掃除機，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，軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング（機
械要素）（陸上の乗物用のものを除く。），動力伝導装置（機械要素）（陸上の乗物用のもの
を除く。），緩衝器及びばね（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。），制動装置（機械要

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定
2008.09.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-023911

07

83

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 意見書
2006.11.22 手続補足書
2006.12.21 認定･付加情報
2007.02.20 拒絶査定
2007.11.22 登録料納付
［登録］
2007.10.23 登録査定書
2007.11.22 設定納付書
2008.01.08 登録証
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

84

85

86

87

88

商標（見本）

商標

ＧＡＺＡＥＢＡＬ＼ガゼバル

Ｋａｋｉｍｏｔｏ・Ｒ

スライドバイク／ｓｌｉｄｅ ｂｉｋｅ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電 【中間記録情報】
子出版物
［審査］
2006.03.06 願書
【41】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，音楽の演
2006.03.27 職権訂正履歴(職権訂正)
奏，放送番組の制作，音響用又は映像用のスタジオの提供，楽器の貸与
2006.03.31 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))
2007.02.23 拒絶査定
2007.03.13 再送

07

【07】自動車用エキゾーストパイプ，自動車用エキゾーストサイレンサー

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.04.20 手続補正指令書(出願)
2006.05.22 手続補正書(方式)
2006.06.19 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.22 意見書
2006.11.22 手続補足書
2006.11.22 認定･付加情報
2006.12.21 認定･付加情報
2007.02.05 拒絶査定
2007.06.11 手続補正書
2007.06.11 手続補正書
2007.06.11 手続補足書
2007.06.11 手続補正書
2008.09.01 登録料納付
［登録］
2008.08.04 登録査定書
2008.09.01 設定納付書
2008.09.24 登録証

12

【12】自転車並びにその部品及び付属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定

12

【12】自転車並びにそれらの部品及び付属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定

11

【11】空気清浄器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

通常 2006-024489

通常 2006-024889

通常 2006-024979

スライディングバイク／ｓｌｉｄｉｎｇ
通常 2006-024980
ｂｉｋｅ

Ｎｅｂｕｌｉｚｅｒ

通常 2006-025506

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

中間記録

09,41
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

89

90

91

92

93

94

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】コンタクトレンズ，コンタクトレンズ用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定

11

【11】業務用食品急速凍結冷凍庫、及びその他の冷凍機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.04.27 手続補正書(方式)
2006.06.07 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定

07

【07】洗浄装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定

07

【07】洗浄装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定

09

【09】眼鏡置き

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

09

【09】電気錠

【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+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

２ ｗｅｅｋ Ｆｒｅｓｈ＼２ ウィーク
通常 2006-025514
フレッシュ

ショックフリーザー＼ｓｈｏｃｋ ｆｒｅ
通常 2006-025566
ｅｚｅｒ

Ｓｐｉｒａｌ Ｗａｓｈ

スパイラルウォッシュ

Ｇ － Ｒｅｓｔ

インテリジェント

通常 2006-025767

通常:
2006-025768
標準

通常:
2006-026026
標準

通常:
2006-026036
標準

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

中間記録

09
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

95

ストリーミング統合プラットフォー 通常:
2006-026329
ム
標準

09,42

96

ＰｒｅｓｅｎＸｐｅｒｔ

通常:
2006-026338
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，電気式へアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電
子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用
シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼
鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウェットスーツ，浮袋，運
動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.03.24 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)
2007.02.16 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2007.02.20 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,19

97

ＰｏｒｃｈＸ

通常:
2006-026726
標準

06,19

98

ポーチＸ

通常:
2006-026727
標準

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

指定商品・役務

中間記録

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.13 手続補正書
2006.11.13 意見書
2007.02.09 拒絶査定
2007.10.30 登録料納付
［登録］
2007.10.10 登録査定書
2007.10.30 設定納付書
2007.11.27 登録証
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.13 手続補正書
2006.11.13 意見書
2007.02.09 拒絶査定
2007.10.30 登録料納付
［登録］
2007.10.10 登録査定書
2007.10.30 設定納付書
2007.11.27 登録証
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区分
06,19

99

ＡｐｐｒｏａｃｈＸ

通常:
2006-026728
標準

09

100

Ｒ・Ａ・Ｍ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.13 手続補正書
2006.11.13 意見書
2007.02.09 拒絶査定
2007.10.30 登録料納付
［登録］
2007.10.10 登録査定書
2007.10.30 設定納付書
2007.11.27 登録証

通常:
2006-026804
標準

09,41,42

101

指定商品・役務
【06】金属製手摺，鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金
属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブ
ル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用
ブース，金属製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当
たるものを除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，金属製航路標識（発光
式のものを除く。），金属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送
用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤーロープ，金網，金属製包装用容器，
金属製のネームプレート及び標札，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属
製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用
ディスペンサー，金属製建具，金庫，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属
製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，金属製彫刻
【19】合成樹脂被覆金属管からなる手摺，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築
専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材
料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材
料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専
用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立て
セット（金属製のものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，
セメント及びその製品，木材，石材，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属
製のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠
（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），航
路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製のもの
を除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除く。），石製郵便受け，建具（金属製のもの
を除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金属
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），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，防火被服，眼鏡，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

ＳｍａｒｔＳＥＣＵＲＩＴＹＳＯＬＵＴＩＯ 通常:
2006-027251
Ｎ
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。

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【41】情報セキュリティに関する知識の教授，情報のセキュリティマネジメントに関する教
育，情報セキュリティマネジメントの分野におけるセミナー・会議の企画・運営又は開催
【42】コンピューターシステムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言・情報の提
供，コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言・情報の提
供，オンラインによるユーザーの本人認証・証明，電子計算機用プログラムの提供，電子
計算機の貸与，コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに
基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおける
ハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータプログラムによる監視
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.03.27 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)
2006.12.14 手続補正書
2006.12.14 手続補足書
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.14 意見書
2007.01.18 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.08.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.14 拒絶査定
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指定商品・役務

中間記録

【09】録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，その他の録音済み記録媒体，ダウ
ンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像・画像，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，電子書籍・電子雑誌その他の電子出版物，電子計算
機用プログラム，電子計算機（中央処理装置その他の周辺機器を含む。），その他の電子
応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，写真機械器具
【16】新聞，雑誌その他の定期刊行物（電子雑誌その他の電子出版物の内容を記憶させた
記録媒体が付録として付いたのもの・画像又は音声を記憶させた記録媒体が付録として付
いたのものを含む。），カレンダー，絵はがき，絵本，漫画本，ハンドブック，ポスター，その
他の印刷物，教材（器具に当たるものを除く。），雑誌・日記帳・時刻表用カバー，模型又は
塑像製作用の粘土，絵筆，木材パルプ製ボード紙（文房具），索引カード用付せん，封かん
紙，サイン帳，アドレス帳，グリーティングカード，ペーパーリボン，ルーズリーフ式バイン
ダー，絵の具箱（学用品），ブックカバー，システム手帳カバー，事務用ペーパーナイフ又は
カッター，字消し用品，チョーク保持用具，図表指示棒（電気式のものを除く。），スタンプホ
ルダー，ペンケース，写真台紙用具，アルバム，ノートブック，用せん，便せん，封筒，その
他の紙製文房具，ペン，鉛筆，クレヨン，マーカー，その他の筆記用具，カンバス，その他
の絵画用材料，消しゴム，定規，スタンプ台，ステッカー，しおり，スタンプ，その他の文房
具類，小切手帳ホルダー，パスポートホルダー，はがき，ポートレート，写真，写真立て，模
型又は塑像製作用のペースト，その他の事務用又は家庭用ののり及び接着剤，澱粉を原
料とする包装用詰物材，紙製包装用容器，事務用ゴムバンド，天ぷら敷紙，電子レンジ調
理用袋，紙製コースター，紙製コーヒーフィルター，紙製テーブルマット，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，ししゅう用図案，型紙，裁縫用
チャコ，紙製のぼり，紙製旗，化粧落とし用紙ナプキン，化粧落とし用ティッシュペーパー，
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，紙製
テーブルクロス，板紙，包装用紙，贈り物用装飾付包装用紙，トイレットペーパー，図表用
【09】サウンドミキシングコンソール（オーディオミキサー）及びルーター用のデジタル信号処
理装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.10.02 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))
2007.02.05 拒絶査定

09

【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，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，電気磁気測定器，電気通信機
械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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－Ｒ
ＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク
及びビデオテープ，電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

08

【08】手動利器，手動工具

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定

06

【06】構造物用補強繊維の定着金物，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製金具 【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.11.14 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))
2007.02.27 拒絶査定

09,16,41

102

パパ・ママコーチング

通常:
2006-027642
標準

09

103

104

105

106

§ＨＤ ｓｉｇｎａｌ ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

ＱＵＩＺＢＬＯＧ

ペットボトル園芸

ＳＣプレート

通常 2006-028060

通常:
2006-028202
標準

通常 2006-028248

通常:
2006-028342
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］
2006.03.29 願書
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 手続補正書
2007.01.23 意見書
2007.02.05 拒絶査定
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107

108

109

110

商標（見本）

商標

ボイス認証

ＧＭＰＬＳ―Ｐｌｕｓ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定

09

【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

06

【06】建築用補強金具，その他の建築用又は構築用の金属製専用材料，鉄及び鋼，非鉄
金属及びその合金，金属鉱石，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役
用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の
吹付け塗装用ブース，金属製セメント製品製造用型枠，滑車，ばね，バルブ，金属製管継
ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式の
ものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化
ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶ
た，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金
属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金
属製栓，金属製ふた，金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及び
はしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金
属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマッ
ト，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，
【09】火災報知機

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.11.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.19 拒絶査定

通常:
2006-028496
標準

通常:
2006-028498
標準

Ｓｍａｒｔｈｄｄｐｒｏハードディスク診 通常:
2006-028544
断
標準

キソフレーム

スモークキャッチャー

通常:
2006-028686
標準

通常 2006-028835

07
112

ダイナミック風車

通常:
2006-028959
標準
09

113

おしらせメール

通常:
2006-028979
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】アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，金銭登録機，自
動販売機，救命用具，火災報知機，盗難警報器，電動式扉自動開閉装置，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，電子出版物

09
111

指定商品・役務

09

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

【07】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 【中間記録情報】
（その部品を除く。）を除く。），交流電動機，直流電動機，風力発電，水力発電
［審査］
2006.03.31 願書
2006.04.07 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)
2007.02.16 拒絶査定
【09】火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，業務用テレビゲーム機，電気通信機械 【中間記録情報】
器具，コンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビ ［審査］
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 2006.03.31 願書
びＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な携帯電話の着信用音楽又は音声，レコード，録音済み 2006.03.31 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ＣＤ，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク 項16号)
2007.02.13 拒絶査定
及びビデオテープ，録画済みＤＶＤ，電子出版物
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

114

115

116

117

118

商標（見本）

商標

硬質Ｂ銀はり

Ｓｔａｎｄａｒｄ＼ＲＩＶＥＴ＼スタン
ダードリベット

抵抗分漏れ電流測定用ユニット

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.10.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

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
料かな床，金属製の装飾用金具、ワイヤロープ，犬用鎖，金属製のバックル，

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.05.19 手続補正指令書(出願)
2006.06.07 認定･付加情報
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))
2007.02.09 拒絶査定

09

【09】測定機械器具，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
械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

07

【07】金属用の切削刃具，その他の金属加工機械器具，木材用の切削刃具，製材用・木工 【中間記録情報】
［審査］
用又は合板用の機械器具
2006.04.03 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))
2007.02.02 拒絶査定

10

【10】検眼用機械器具，その他の医療用機械器具

通常 2006-029346

通常 2006-029371

通常:
2006-029555
標準

通常:
2006-029754
標準

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

中間記録

【10】医療用機械器具，家庭用電気マッサ－ジ器

Ｒｏｕｇｈ ＆ Ｆｉｎｉｓｈ Ｅｎｈａｎｃｅ
通常 2006-029689
ｄ Ｍｅｔａｌ Ｃｕｔｔｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ

スマートクロスシリンダー

指定商品・役務

10

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41,42

119

120

121

122

123

情報モラルＮａｖｉ

ワイヤインパルスコーダ

フラットパルスコーダ

オフィスビューアー

株式会社エビハラ

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.01 拒絶査定

09

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，測定機械器具

09

【09】移動体電話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，移動体電話
用ゲームプログラム，その他のコンピュータ用ゲームプログラム，電気通信機械器具，電子
応用機械器具，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用又は携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のゲームプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用又は携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，電子出版物，ダウンロード可能な移動体電話用の音・音声・音楽，その他のダウン
ロード可能な音・音声・音楽，録音済み記録媒体，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶
させた記録媒体，ダウンロード可能な移動体電話用の静止画・動画（音声付の静止画・動
画を含む），その他のダウンロード可能な静止画・動画（音声付の静止画・動画を含む。），
録画済み記録媒体

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.05 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.20 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.05.12 手続補正書(方式)
2006.05.29 出願人名義変更届
2006.06.15 認定･付加情報
2006.06.15 認定･付加情報
2006.07.04 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定

19

【19】木材，建具（金属製のものを除く。），無機繊維の板（石綿製のものを除く。），石こうの 【中間記録情報】
［審査］
板
2006.03.23 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

通常 2006-030112

通常:
2006-030521
標準

通常:
2006-030522
標準

通常:
2006-030916
標準

通常:
2006-030983
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】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
手帳，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・その他の記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗
線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマ
スク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液
晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマ
シン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き
板，レギュレーター，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，その他のレ
コード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオ
ディスク及びビデオテープ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，ダウンロード可能なコン
ピュータプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
【09】電子応用機械器具及びその部品，測定機械器具
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.05 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

124

125

126

127

128

129

商標（見本）

商標

メガロックシェッド

ゲルマエース

ＤＶＤ一体型プロジェクター

Ｊ／Ｓｐｅｅｄｙ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

09

【09】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 【中間記録情報】
［審査］
具及びその部品
2006.04.07 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

09,36

【09】ＩＣチップ，電子計算機用プログラム（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売さ 【中間記録情報】
れるものを含む。），コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，コンピュータプログラ ［審査］
ム用記録済み磁気カード，商品用電子タグ，ＩＣカード（スマートカード），集積回路，その他 2006.04.07 願書
の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，コンピュータネットワークを利用 2006.04.07 認定･付加情報
した電子決済に使用するコンピュータソフトウェア，携帯電話機，コンピュータ
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
【36】クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算，クレジットカード利用明細に 第4条1項11号)
2006.12.27 意見書
関する情報の提供，プリペイドカードの発行，デビットカード利用者に代わってする支払代
2006.12.28 手続補足書
金の決済，債権の回収の代行，金銭債権の取得及び譲渡，両替，ファクタリング，資金の
2007.01.04 認定･付加情報
貸付け，電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済，債務の保証，分割払い購入
資金の貸付け，割賦購入あっせん，ガス料金・電気料金・電話料金・その他の公共料金の 2007.02.01 認定･付加情報
徴収の代行及びこれに関する情報の提供，預金の受入れ，前払式証票の発行，金融に関 2007.02.16 拒絶査定
する個人信用情報の提供，慈善のための募金，加盟店契約に基づくクレジットカード若しく 2007.03.20 手続補正書
2007.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
はデビットカード用精算機・カードリーダー・カードライターの貸与，クレジットカード発行会
2007.11.08 登録料納付
社に代わって行う会員及び加盟店の募集・管理
2008.02.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.31 登録査定書
2007.11.08 設定納付書
2007.12.04 登録証

09,41

【09】映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク 【中間記録情報】
及びビデオテープ，電子出版物
［審査］
2006.04.07 願書
【41】映画の上映・制作又は配給及びこれらに関する情報の提供
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

11

【11】便所ユニット，浴室ユニット，サウナ室ユニット，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，業務用サウナ風呂装置，
家庭用サウナ風呂装置，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

通常:
2006-031161
標準

通常 2006-031438

通常 2006-031630

通常 2006-031727

通常 2006-031884

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】セメント及びその製品
【37】建設工事

ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＢＲＥＡＫＴＨＲＯ 通常:
2006-031841
ＵＧＨ ＦＩＬＭＳ
標準

チムジルバン

指定商品・役務

19,37
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,09

130

オンデマンド生産

通常:
2006-031920
標準

オンデマンドプロダクション

通常:
2006-031921
標準

11

【11】行灯形照明器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

11

【11】水処理装置，浄水装置，水殺菌装置，活水装置，入浴温水発生装置，入浴温水循環 【中間記録情報】
［審査］
装置，浴室ユニット，空調水循環冷却装置，熱交換器水循環冷却装置
2006.03.30 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))
2007.02.23 拒絶査定

10

【10】家庭用温熱治療器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

09

【09】銀合金を使用した電池

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.11.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定

07,09
132

ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ ＯＮ ＤＥＭＡ 通常:
2006-031922
ＮＤ
標準
09

133

134

135

136

137

制震

通常:
2006-032239
標準

現代行灯

通常:
2006-032908
標準

レジオネラターミネーター＼Ｌｅｇ
通常 2006-032996
ｉｏｎｅｌｌａＴｅｒｍｉｎａｔｏｒ

郷 式

シルバー合金バッテリー

通常:
2006-033044
標準

通常 2006-033278

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.07 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.13 拒絶査定

07,09
131

指定商品・役務
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，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，石材加工機械器具，ゴム製品製造機械器具，塗装機械器具，プラスチック加工機械器
具，包装用機械器具
【09】電子応用機械器具及びその部品
【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，石材加工機械器具，ゴム製品製造機械器具，塗装機械器具，プラスチック加工機械器
具，包装用機械器具
【09】電子応用機械器具及びその部品
【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，石材加工機械器具，ゴム製品製造機械器具，塗装機械器具，プラスチック加工機械器
具，包装用機械器具
【09】電子応用機械器具及びその部品
【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電気磁気測定器，電線及びケーブ
ル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電気ブザー，火災報知機，ガ
ス漏れ警報器，盗難警報器
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.13 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.13 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

138

139

140

141

142

商標（見本）

商標

土鍋＼ＩＨ

ソルトクリスタルランプ

ソルトランプ

ＳＣガード

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 認定･付加情報
2006.12.15 認定･付加情報
2006.12.15 意見書
2007.02.02 拒絶査定

11

【11】照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

11

【11】照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 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］
2006.03.31 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.16 拒絶査定

09

【09】ダウンロード可能な映像・画像・音声・音楽・ゲームプログラム，ダウンロード可能な書
籍・雑誌その他の電子出版物及び画像・文字情報，耳栓，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，音楽等の音声
データを記録したＣＤ－ＲＯＭ，録音済みコンパクトディスク・カセットテープ・ミニディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・ＤＶＤ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，電子楽
【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］
2006.04.13 願書
2006.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.28 拒絶査定

通常 2006-033311

通常:
2006-033345
標準

通常:
2006-033346
標準

通常:
2006-033442
標準

ウエルベールの物語＼Ｓｉｓｔｅｒｓ
通常 2006-033644
ｏｆ Ｗｅｌｌｂｅｒ

ＳｍａｒｔＣＳ

通常:
2006-033758
標準

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

中間記録

【11】家庭用電気炊飯器，業務用電気炊飯器

09
143

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.20 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.
144

145

商標（見本）

商標
ワイヤレス・ポインター

ＦＡ＆ＲＯＢＯＴ

種別 出願番号

区分

【09】電子応用機械器具及びその部品

07,09

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，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
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性

通常:
2006-033765
標準

通常:
2006-033927
標準

09,42

146

デモメーカー

指定商品・役務

09

通常:
2006-033988
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.11.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.07 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.20 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

147

148

149

150

商標（見本）

商標
ネットイーゼルＭ００洋風型正
面∞ネットイーゼルＭ００洋風
型背面

ネットイーゼルＭ０２型正面∞
ネットイーゼルＭ０２型背面

ネットイーゼル黒板型正面∞
ネットイーゼル黒板型背面

ＤｅｓｋｔｏｐＶｉｅｗ

種別 出願番号

区分

耐震ベルト

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2007.02.16 拒絶査定

09

【09】データーの送受信機を備えた音声・映像による電子広告表示装置及びこれを使用し
た情報宣伝、看板制作業務

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.16 拒絶査定

09

【09】データーの送受信機を備えた音声・映像による電子広告表示装置及びこれを使用し
た情報宣伝や看板制作販売業務、

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.16 拒絶査定

09

【09】コンピューター用ソフトウェア，ゲーム情報・タウン情報・音楽情報・演劇情報・映画情
報・音楽・写真等を記録した電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディス
クその他の記憶媒体，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，
回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機
械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信
機械器具，レコード，メトロノーム，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憶媒体，その他の電子応用機
械器具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，スロットマシン，運動技能訓練用シ
ミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電
気ブザー，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，鉄道用信
号機，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消
火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，消防艇，消防車，自動車用シガーライター，
保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，磁心，抵抗線，電
極，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク
及びビデオテープ，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算
機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気計算機，パン
チカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，計
算尺，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，
【19】ゴム製又は繊維製の補強用シート，土砂崩壊防止用植生板，区画表示帯，貯蔵槽類
（金属製又はプラスチック製のものを除く。），タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の
非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プ
ラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用
又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建
築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の建築
用又は構築用の専用材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその
製品，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
【19】ゴム製又は繊維製の補強用シート，土砂崩壊防止用植生板，区画表示帯，貯蔵槽類
（金属製又はプラスチック製のものを除く。），タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の
非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プ
ラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用
又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建
築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の建築
用又は構築用の専用材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその
製品，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定
2007.05.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-034199
立体

通常:
2006-034200
立体

通常:
2006-034205
立体

通常:
2006-034269
標準

通常:
2006-034478
標準

19
152

耐震シート

通常:
2006-034481
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】データーの送受信機を備えた音声・映像による電子広告表示装置及びこれを使用し
た情報宣伝、看板制作業務

19
151

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.11.22 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))
2007.02.28 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.11.22 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))
2007.02.28 拒絶査定
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No.

153

154

商標（見本）

商標

§ｉｏｎ

営業の現場

種別 出願番号

区分

156

157

ミニメルター

ノイズレス

ＮＡＮＯ ＣＯＯＬ

09,42

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他
の事務，訴訟事件その他に関する法律事務，登記又は供託に関する手続の代理，著作権
の利用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する手続の代理，計測器の貸与，電
子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学機械器具の貸与，製図用具の
【07】廃プラスチックの減容固形化装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2007.02.09 拒絶査定

19

【19】プラスチック製床材，プラスチック製シート状床材，その他のプラスチック製建築専用
材料，ポリ塩化ビニール製床材，ポリ塩化ビニール製シート状床材，リノリューム製床材，リ
ノリューム製シート状床材，その他のリノリューム製建築専用材料，合成建築専用材料，コ
ルク及びゴムの結合材製の床材・シート状床材・壁材，陶磁製建築専用材料，陶磁製タイ
ル

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

07

【07】金属工作機械の主軸用冷却装置，金属工作機械の作動油用冷却装置，金属工作機 【中間記録情報】
械の潤滑油用冷却装置，金属工作機械のリニアモータ用冷却装置，金属工作機械のボー ［審査］
2006.04.20 願書
ルねじ用冷却装置
2006.04.20 認定･付加情報
2006.11.14 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))
2006.12.11 意見書
2006.12.11 認定･付加情報
2006.12.11 手続補足書
2007.01.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.16 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定
2007.04.17 手続補正書
2007.04.17 手続補足書
2007.04.17 手続補正書
2007.11.09 手続補正書
2007.11.09 上申書
2008.03.26 登録料納付
2008.04.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.29 登録査定書
2008.03.26 設定納付書
2008.04.15 登録証

通常 2006-035004

通常:
2006-035054
標準

通常:
2006-035262
標準

通常:
2006-035818
標準

通常:
2006-036375
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】イオン発生機能付家庭用電熱用品類，イオン発生機能付家庭用空気清浄器，イオン 【中間記録情報】
［審査］
発生機能付家庭用加湿器，イオン発生機能付家庭用除湿器
2006.04.17 願書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

07
155

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.27 拒絶査定
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42／61

３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

158

159

160

161

162

163

164

商標（見本）

商標

ＳＥＬＬＩＮＧ＼セリング

ＳＭＰ

フューエルセーバー＼ＦＵＥＬ
ＳＡＶＥＲ

種別 出願番号

区分

ＮＯＩＳＥＬＥＳＳ

デジタル塗装

06,09

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，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，金属製金具，ワイヤロー
プ，金網，金属製包装用容器
【09】理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，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，磁石，キャパシタ

12

【12】内燃機関燃焼効率向上装置，ガソリンエンジン燃焼効率向上装置，ディーゼルエンジ 【中間記録情報】
ン燃焼効率向上装置，Ａ重油エンジン燃焼効率向上装置，内燃機関排ガス浄化装置，ガソ ［審査］
リンエンジン排ガス浄化装置，ディーゼルエンジン排ガス浄化装置，Ａ重油エンジン排ガス 2006.04.10 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
浄化装置
条1項11号を除く))
2007.02.23 拒絶査定

11

【11】水処理装置，浄水装置，活水装置，水中の金属イオン酸化除去装置，産業用浄水装 【中間記録情報】
［審査］
置，家庭用浄水器，排水浄化装置
2006.04.10 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.23 拒絶査定

12

【12】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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.11.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.19 拒絶査定

19

【19】プラスチック製床材，プラスチック製シート状床材，その他のプラスチック製建築専用
材料，ポリ塩化ビニール製床材，ポリ塩化ビニール製シート状床材，リノリューム製床材，リ
ノリューム製シート状床材，その他のリノリューム製建築専用材料，合成建築専用材料，コ
ルク及びゴムの結合材製の床材・シート状床材・壁材，陶磁製建築専用材料，陶磁製タイ
ル

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

09

【09】デジタルプリンタ，デジタルプロッタ，インクジェットプリンタ，インクジェットプロッタ，そ
の他の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.11.21 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))
2007.02.27 拒絶査定

通常 2006-036376

通常 2006-036492

通常 2006-036726

通常:
2006-036870
標準

通常:
2006-036905
標準

通常:
2006-036921
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】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 【中間記録情報】
池，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘア ［審査］
2006.04.20 願書
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
2006.04.21 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.15 拒絶査定

メタルパージ＼ＭＥＴＡＬＰＵＲＧ
通常 2006-036727
Ｅ

８２３４

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.26 拒絶査定
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No.

165

166

167

168

商標（見本）

商標

デジタルペイント

サーモウッド

岩塩ランプ

ＳＳ－ＰＬＣ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】デジタルプリンタ，デジタルプロッタ，インクジェットプリンタ，インクジェットプロッタ，そ
の他の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.11.21 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))
2007.02.27 拒絶査定
2008.07.04 職権訂正履歴(職権訂正)

19,37

【19】木材
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.26 拒絶査定

11

【11】照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

09

【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁 【中間記録情報】
気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁 ［審査］
2006.04.24 願書
心，抵抗線，電極，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，電子出版物
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.26 意見書
2006.12.26 手続補足書
2007.01.31 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定
2007.06.11 手続補正書
2007.06.12 手続補足書
2007.07.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.07.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2008.03.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.09.19 手続補正書
2008.09.19 手続補足書
2008.09.19 意見書

通常:
2006-036923
標準

通常:
2006-036982
標準

通常:
2006-037238
標準

通常:
2006-037408
標準

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

中間記録

09
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

169

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

06

【06】金属製包装用容器，金属製工具箱，金属製荷役用パレット

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.05.01 認定情報通知書
2006.11.22 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2007.02.28 拒絶査定

07,09

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，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，風水力機械器具，ミシン，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用のものを除く。），交流発電機，直流発電機，芝刈機，修繕用機械器具，電機ブ
ラシ，電動式カーテン引き装置，塗装機械器具，半導体素子製造装置，集積回路製造装置
【09】配電用又は制御用の機械器具，電気通信機械器具，コンピューター用プログラムを記
録した電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－ＲＯＭ・半導
体メモリその他の記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，アーク溶接機，
金属溶断機，電気溶接装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.23 拒絶査定

Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｓｈａｄｏｗ Ｃａｌｃｕｌａｔｉ 通常:
2006-037998
ｏｎ
標準

171

172

173

ＬＯＣＫＩＮＧ

ＴＴＡ

通常:
2006-038025
標準

通常:
2006-038084
標準

§ライフボックス＼ＨＡＫＯＢＵＮ 通常:
2006-038097
Ｅ
立体

ＳＴＩＣＫ

通常:
2006-038118
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］
2006.04.25 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

06
170

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
【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，金属製の吹付け塗装用ブース，キー，コッタ，金属製金具，金属製のバックル

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.28 意見書
2007.02.06 拒絶査定
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No.
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商標

種別 出願番号

区分
03,05,10,11

174

足裏貼

通常 2006-038123

07

175

ごみダッシュ

通常:
2006-038401
標準

ＩＴコンシェルジュ

通常:
2006-038786
標準

09
176

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.25 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 2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
毛
条1項11号を除く))
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯， 2007.01.04 手続補正書
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， 2007.01.04 手続補足書
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 2007.01.04 意見書
用粉乳，人工受精用精液，創傷被覆材，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
2007.02.02 認定･付加情報
2007.02.27 拒絶査定
【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 2007.06.04 手続補正書(方式)
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 2007.06.04 手続補足書
2008.03.06 手続補正書
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，温熱治
2008.04.16 期間延長請求書
療用具，人体の突発的な熱を吸収及び発散するためのジェル状の冷却用パッド・パッチ，
化学物質を塗布したシート状の患部用保温保冷具，化学物質を充填した患部用保温保冷 2008.06.02 登録料納付
具，化学物質をシート状に形成してなる患部用保温保冷具，ゼリー状の患部用保冷具
［登録］
【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 2008.04.07 登録査定書
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 2008.06.02 設定納付書
2008.06.24 登録証
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
【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2006.04.26 手続補正書
製本用の機械器具，ミシン，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く。），栽培機械 2006.04.26 願書
器具，収穫機械器具，植物粗製繊維加工機械器具，飼料圧搾機，飼料裁断機，飼料配合 2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
機，飼料粉砕機，牛乳ろ過器，搾乳機，育雛器，ふ卵器，蚕種製造用又は養蚕用の機械 号)
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 2007.02.20 拒絶査定
用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，ゴム製品製造
機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を
除く。），陸上の乗物用の動力機械の部品，水車，風車，風水力機械器具，機械式の接着
テープディスペンサー，自動スタンプ打ち器，業務用電気洗濯機，業務用攪はん混合機，
業務用皮むき機，業務用食器洗浄機，業務用切さい機，業務用電気式ワックス磨き機，業
務用電気掃除機，家庭用食器洗浄機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯
機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄
機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農業用のものを除く。），軸，軸受，軸継ぎ手及びベアリン
グ（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。），動力伝導装置（機械要素）（陸上の乗物用
のものを除く。），緩衝器及びばね（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。），制動装置
（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。），バルブ（機械要素），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ，家庭用食器洗い乾燥機，電気掃除機用取替紙パック，業務用脱水
機，業務用被服プレス機，業務用生ごみ処理機，業務用生ごみ処理機用脱臭機，業務用
生ごみ粉砕機，業務用生ごみ自動投入装置，家庭用電気式生ごみ処理機，家庭用電気缶
【09】電子出版物（ダウンロード可能なものあるいはコンピュータ用の記録媒体に記録され 【中間記録情報】
［審査］
たものを含む）
2006.04.14 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.23 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

177

178

179

180

181

商標（見本）

商標

ＴＨＥ ホイール

ボイスリーダー

万能杭

クローンダウンロード

アニソン 取り放題

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【12】自動車用ホイール，二輪自動車用ホイール

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.25 意見書
2006.12.25 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用
液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロット
マシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及
びＣＤ－ＲＯＭ，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］
2006.04.27 願書
2006.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.10 意見書
2007.02.20 拒絶査定

19

【19】プラスチック製杭

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

09,38,41

【09】ダウンロード可能な地図情報用コンピュータプログラム，ダウンロード可能な携帯電話
用の画像，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・歌詞・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，電子計算機端
末又は移動体電話による通信を用いてダウンロード可能な画像・楽曲・歌詞，テレビ番組
表データを受信し表示する機能を有する携帯電話用コンピュータプログラム
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，インターネットによる通信ネットワークへの接続
の提供，その他の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
ものを含む），無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，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，テレビジョン放送・有線テレビジョン放送又はラジオ放送の放送番組表に関す
る情報の提供，衛星テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供
【41】運動施設に関する情報の提供，娯楽施設に関する情報の提供，映画・演芸・演劇・音

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 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)
2007.02.07 拒絶査定

通常:
2006-039195
標準

通常:
2006-039288
標準

通常:
2006-039421
標準

通常:
2006-039456
標準

通常 2006-039993

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41

182

テーマ 取り放題

通常 2006-039995

11
183

184

185

186

ＨＵＲＲＹ ＨＥＡＴ

ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＥＤＩＴＩＯＮ

インダストリーエディション

指定商品・役務
【09】ダウンロード可能な地図情報用コンピュータプログラム，ダウンロード可能な携帯電話
用の画像，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・歌詞・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，電子計算機端
末又は移動体電話による通信を用いてダウンロード可能な画像・楽曲・歌詞，テレビ番組
表データを受信し表示する機能を有する携帯電話用コンピュータプログラム
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，インターネットによる通信ネットワークへの接続
の提供，その他の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
ものを含む），無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，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，テレビジョン放送・有線テレビジョン放送又はラジオ放送の放送番組表に関す
る情報の提供，衛星テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供
【41】運動施設に関する情報の提供，娯楽施設に関する情報の提供，映画・演芸・演劇・音
【11】加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用、または、衛生用の
装置

通常 2006-040099

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
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)
2007.02.23 拒絶査定

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
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)
2007.02.23 拒絶査定

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
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)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-040258
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］
2006.04.18 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))
2007.02.23 拒絶査定

09,42
通常:
2006-040257
標準

ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ ＥＤＩＴＩＯ 通常:
2006-040259
Ｎ
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 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)
2007.02.07 拒絶査定
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No.

187

188

189

190

191

商標（見本）

商標

マニファクチャリングエディション

種別 出願番号

区分

フィナンシャルエディション

ファイナンシャルエディション

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
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)
2007.02.23 拒絶査定

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
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)
2007.02.23 拒絶査定

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
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)
2007.02.23 拒絶査定
2007.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
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)
2007.02.22 拒絶査定

通常:
2006-040260
標準

通常:
2006-040262
標準

通常:
2006-040263
標準

通常:
2006-040264
標準

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

中間記録

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【42】コンピューターソフトウェアの企画・設計・開発又は保守に関するコンサルティング，電 ［審査］
2006.05.01 願書
子計算機用プログラムの貸与，コンピューターソフトウェアに関するマニュアルの作成
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)
2007.02.23 拒絶査定

マニュファクチャリングエディショ 通常:
2006-040261
ン
標準

ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮ

指定商品・役務

09,42
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41,44

192

ヒーリングチャンネル

通常:
2006-040531
標準

11

193

Ｓａｕｎａ Ｂｅｌｔ＼サウナベルト

通常 2006-040887

09

194

ｉｔｖ

通常:
2006-040986
標準

09,37

195

ｅ－ｗａｔｃｈｉｎｇ

通常:
2006-041728
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，インターネットを通じてダウンロード可能な映像・画像
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
【11】ベルト状であって身体に巻いて使用し温熱療法にて発汗させる家庭用電気式痩身機
械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.27 拒絶査定
2008.04.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【09】配電用又は制御用の機械器具，受変電設備の絶縁監視用配電盤，照明用器具・暖
房用器具・空気調和設備・火災報知器・防犯監視装置からなる建物管理設備用電気開閉
装置，漏電監視装置，消費電力監視装置，電子応用機械器具及びその部品並びに付属
品，省燃費運転指導警報装置用のコンピュータプログラム，省燃費運転指導警報装置，火
災報知機，ガス漏れ警報器，各種センサーからの信号を検知して監視者へ自動通報する
警報装置，漏電警報装置
【37】建設設備の運転・点検・整備，建設設備の運転状況の遠隔監視，建築設備の運転状
況の遠隔監視に関する情報の提供，ボイラー・冷暖房・配電設備等の建築物附帯設備の
運転及び点検，建物の電源設備・空調設備・衛生設備・防犯設備・防災設備の運転・管理・
保守

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.23 意見書
2007.02.23 拒絶査定
2007.04.24 手続補正書
2007.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.14 出願取下書
2008.03.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.05.31 手続補正書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.10 意見書
2007.01.11 物件提出書
2007.02.07 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定
【09】電気通信機械器具，レコード，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲーム 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.05.02 願書
－ＲＯＭ，電子出版物
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.27 意見書
2006.12.27 手続補足書
2007.01.31 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

196

197

198

199

200

201

商標（見本）

商標

図形商標

ＡＡチェッキ

ＬＬチェッキ

森林浴気分

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.06.12 優先権証明書提出書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.07 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)
2007.02.20 拒絶査定

07

【07】逆止弁

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

07

【07】逆止弁

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

11

【11】空気清浄機

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.22 願書
2006.05.26 手続補正指令書(出願)
2006.05.30 上申書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

07

【07】固形有機廃棄物の処理装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.22 願書
2006.05.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 手続補正指令書(出願)
2006.05.30 上申書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

09

【09】光学機械器具，拡大鏡，レンズ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 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)
2007.02.23 拒絶査定

優先 2006-041799

通常:
2006-042178
標準

通常:
2006-042180
標準

通常 2006-042199

ウエストバスター＼Ｗａｓｔｅｂｕｓｔ
通常 2006-042201
ｅｒ

蛍光集散レンズ＼ケイコウシュ
通常 2006-042203
ウサンレンズ

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

中間記録

09
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28,41

202

大人と子供の

通常 2006-042402

06,19

203

リサイカブルパイプ＼ＲＥＣＹＣＬ
通常 2006-042414
ＡＢＬＥ－ＰＩＰＥ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】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，ＩＣカード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，電子出版物，自動販
売機，遊戯用メダル貸出機
【28】業務用ゲーム機（業務用テレビゲーム機を除く。），業務用ゲーム機の筐体（業務用テ
レビゲーム機用のものを除く。），業務用ゲーム機の部品・周辺装置及び附属品（業務用テ
レビゲーム機の部品・周辺装置及び附属品を除く。），業務用遊戯ロボット，その他の遊園
地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），遊戯用器具，ビリヤード用具，囲碁用具，
【06】合成樹脂被覆鋼管，鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築
用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターン
テーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗
装用ブース，金属製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素
に当たるものを除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属
製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除
く。），金属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，か
な床，はちの巣，金属製金具，ワイヤーロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネー
ムプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽
子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディス
ペンサー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式
家庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，ア
イゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
【19】建築用又は構築用のプラスチック製パイプ，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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.22 意見書
2007.02.23 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【06】金属製リング，鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の
金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブ
ル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用
ブース，金属製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当
たるものを除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道
路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金
属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，は
ちの巣，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート
及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けか
ぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペン
サー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭
用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼ
ン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
【18】幼児用背負い袋，幼児用抱き袋，かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛
玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，
【09】分光器，近赤外分光学的分析装置，フーリエ変換赤外分光学的分析装置，質量分析
装置，ガス分析装置，その他の測定機械器具，理化学機械器具，配電用又は制御用の機
械器具，電気磁気測定器，光学器械器具，電気通信機械器具，分光分析に使用するコン
ピュータプログラムが記録された記録媒体，ダウンロード可能なコンピュータープログラム，
その他の電子応用機械器具，その部品及び付属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.09.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定

09

【09】バッテリーチャージャー

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.06.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.30 手続補正指令書(出願)
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.23 拒絶査定

06

【06】金属製の扉，金属製の門

【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))
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 意見書
2007.01.26 認定･付加情報
2007.01.26 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

06,18

204

ベビースリング＼Ｂａｂｙ Ｓｌｉｎｇ 通常 2006-042587

09

205

206

207

自作ＦＴＩＲ

ダイナミックチャージャー

通常 2006-043143

通常 2006-043634

ソーラー パワー＼ＳＯＬＡＲ Ｐ
通常 2006-043657
ＯＷＥＲ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.25 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.07.03 認定･付加情報
2006.11.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.24 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2007.02.23 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07,09,11

208

ＬＯＯＰＳＴＹＬＥ

通常:
2006-043873
標準

09,42

209

ゼ ロ＼ウイルスセキュリティＺ
通常 2006-043970
ＥＲＯ

07

210

指定商品・役務
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，業務用電気洗濯機，業務用食器洗浄機，業務用食器洗い乾燥機，業務
用電気式ワックス磨き機，業務用電気掃除機，家庭用食器洗浄機，家庭用食器洗い乾燥
機，家庭用電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯機，家庭用電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動力伝導装置，緩衡器，ばね，制
動装置，バルブ，芝刈機，電動式カーテン引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，
起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その
部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電機ブラシ，圧縮機
【09】理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，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，ロケット，自動車用シガーライター，家庭
用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，
スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【11】ボイラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用冷蔵庫，業務用衣類乾燥機，美容院
用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用加熱調理機械器具，太陽熱利用温水
【09】電子計算機用プログラム
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用
プログラムの提供

ＮＩＩＧＡＴＡＬＯＡＤＩＮＧ ＡＲＭ

【07】流体物荷役機械器具

通常 2006-044053

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.05.15 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.22 意見書
2007.02.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.12.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.12 手続補正書
2007.01.12 意見書
2007.02.28 拒絶査定
2007.03.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.16 手続補正書
2007.04.16 手続補足書
2007.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.22 登録料納付
2008.09.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.20 登録査定書
2008.02.22 設定納付書
2008.03.18 登録証
2008.03.21 登録証(再発行)
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.06.02 優先権証明請求書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.17 手続補正書
2007.01.17 手続補足書
2007.01.17 意見書
2007.02.14 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

211

森林浴セラピー

通常:
2006-044344
標準

09,37

212

ｅ－ｗａｔｃｈｉｎｇ

通常 2006-044369

07

213

214

215

温度スイング

§ＳｕＧａｈａｒａ

ドリフトレス

通常:
2006-045287
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

11,19,21

【11】照明用器具，石油ランプ，水道蛇口用ハンドル
【中間記録情報】
【19】建築用ガラス，扉のとっ手（金属製のものを除く。）
［審査］
2006.05.18 願書
【21】ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），食器類（貴金属製のものを除く。），アイス
ペール，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 2006.08.24 優先権証明請求書
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。）， 2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.29 意見書
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。），食品保存用ガラス
2007.02.06 拒絶査定
瓶，はし，はし置き，マドラー，洗面器，化粧用具（電気式歯ブラシを除く。），ガラス製包装
用容器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，ろうそく消し及びろうそく立て 2007.03.08 手続補正書
2007.03.08 手続補足書
（貴金属製のものを除く。），花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。），香炉，風鈴
2007.06.11 手続補正書(方式)
2007.06.12 手続補足書
2008.09.16 手続補足書

07

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，草刈機，刈払機，
刈払機用刈払刃板，ヘッジトリマー，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，生ゴミ処理装置，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

通常 2006-045586

通常 2006-045899

指定商品・役務

【09】家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶 【中間記録情報】
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，録音 ［審査］
済みのコンパクトディスク，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 2006.05.16 願書
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 2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
築用のものを除く。），オゾン発生器，製図用又は図案用の機械器具，写真複写機，自動販 2007.01.24 意見書
売機，救命用具，消火器，盗難警報器，保安用ヘルメット，乗物の故障の警告用の三角標 2007.02.16 拒絶査定
2007.04.05 手続補正書(方式)
識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動
技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，光学機械器具，映画機械器
具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及び
ケーブル，電気ブザー，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
【09】配電用又は制御用の機械器具，受変電設備の絶縁監視用配電盤，照明用器具・暖 【中間記録情報】
房用器具・空気調和設備・火災報知器・防犯監視装置からなる建物管理設備用電気開閉 ［審査］
2006.05.16 願書
装置，漏電監視装置，消費電力監視装置，電子応用機械器具及びその部品並びに付属
品，省燃費運転指導警報装置用のコンピュータプログラム，省燃費運転指導警報装置，火 2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
災報知機，ガス漏れ警報器，各種センサーからの信号を検知して監視者へ自動通報する 号)
警報装置，漏電警報装置
2007.01.23 意見書
【37】建設設備の運転・点検・整備，建設設備の運転状況の遠隔監視，建築設備の運転状 2007.02.23 拒絶査定
2007.04.24 手続補正書
況の遠隔監視に関する情報の提供，ボイラー・冷暖房・配電設備等の建築物附帯設備の
運転及び点検，建物の電源設備・空調設備・衛生設備・防犯設備・防災設備の運転・管理・ 2007.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.14 出願取下書
保守
2008.04.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.07.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【07】プラスチック加工機械器具並びにその部品及び附属品
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.24 意見書
2007.02.09 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.17 意見書
2007.01.17 認定･付加情報
2007.02.05 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

216

217

218

商標（見本）

商標

ドリフトレス

阿波踊り体操

阿波踊りエクササイズ

種別 出願番号

区分

バリューセット

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.17 意見書
2007.01.17 認定･付加情報
2007.02.05 拒絶査定

09,41,42

【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，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，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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映
画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画
済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用
プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.05.22 認定･付加情報
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))
2006.11.28 刊行物等提出書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.01.09 刊行物等提出による通知書
2007.01.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.13 拒絶査定

09,41,42

【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，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，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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映
画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画
済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用
プログラムの提供
【01】化学品
【09】理化学機械器具，測定機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.13 拒絶査定

通常 2006-045900

通常 2006-046442

通常 2006-046443

通常:
2006-046926
標準

12
220

観音開

通常:
2006-047022
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

【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

01,09
219

指定商品・役務

08

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.30 意見書
2007.02.09 拒絶査定

【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，乳母車，人力車，そ 【中間記録情報】
［審査］
り，金網台車，その他の台車，運搬車，手押し車，荷車，馬車，リヤカー
2006.05.23 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.08 意見書
2007.02.16 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28

221

ＢＲＡＶＥ ＳＴＯＲＹ

通常:
2006-047285
標準

09,28,41

222

デジタルトイ

通常:
2006-047286
標準

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

指定商品・役務
【09】電池，電気通信機械器具，電気通信機械器具の部品及び付属品，電子出版物，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・ＣＤ－Ｉ・ＣＤ－ＲＯＭ
及びＤＶＤ，その他の電子応用機械器具及びその部品，業務用ビデオ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・磁気テープ・ＣＤ－Ｉ・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ，そ
の他の業務用ビデオゲーム機，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・磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－Ｉ・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ，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・磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－Ｉ・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ，ダウンロードもしくはインス
トール可能な電子計算機用プログラム，ダウンロードもしくはインストール可能な家庭用テ
レビゲームおもちゃ用プログラム，ダウンロードもしくはインストール可能な業務用ビデオ
ゲーム機用プログラム，ダウンロードもしくはインストール可能な携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用プログラム，ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム，ダウンロード可
能な移動体電話の着信用音楽又は音声，ダウンロード可能な移用電話着信メロディー，ダ
ウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な音楽・音声・映像，ダウンロード可能な音声及
び音楽，ダウンロード可能な携帯電話の着信用音楽，ダウンロード可能な着信音，通信
ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像
【28】携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，その他のおもちゃ，遊戯用器具，かるた，トランプ，
遊戯用カード，さいころ，すごろく，ダイヤモンドゲーム，人形，遊園地用機械器具（業務用
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故
障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビ
ゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機
械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御
用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気ア
イロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，携帯電話機用ストラップ及びその他の電気通信
機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防
車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防
火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログ
ラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスー
ツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メト
ロノーム，録音済みコンパクトディスク及びその他の録音済み光学式又は磁気式記録媒
体，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映
写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビ
デオテープ，その他の録画済みの光学式又は磁気式記録媒体，電子出版物，消火器，電
動式扉開閉装置，ダウンロード可能な移動体電話の着信用音楽又は音声，ダウンロード可
能な移用電話着信メロディー，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な音楽・音声・映
像，ダウンロード可能な音声及び音楽，ダウンロード可能な携帯電話の着信用音楽，ダウ
ンロード可能な着信音，通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 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))
2007.02.09 拒絶査定
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商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【中間記録情報】
03,09,14,16,18,21,2 【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類
【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 ［審査］
5,26,28,41

223

おそろい

通常:
2006-047333
標準

03,07,37
224

シリコーンプラス

通常:
2006-048461
標準
09,35,38,42

225

サイト売買ドットコム

通常:
2006-048869
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。

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
【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，記
念カップ，記念たて，身飾品，時計，宝石及びその原石並びに宝玉の模造品
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インク
リボン，こんにゃく版複写機，自動印刷はり付け機，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，電気式鉛筆削り，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，紙製の
ぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，
紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，皮革
【21】デンタルフロス，家事用手袋，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
【03】せっけん類，洗い粉，工業用せっけん，石油系合成洗剤，洗濯せっけん，ドライクリー
ニング剤，水せっけん，薬用せっけん
【07】業務用電気洗濯機，家庭用電気洗濯機，乾燥機能付き業務用電気洗濯機，乾燥機
能付き家庭用電気洗濯機，ドライクリーニング機
【37】洗濯，被服のプレス，ドライクリーニング，電気洗濯機の貸与，衣類乾燥機の貸与，衣
類脱水機の貸与，業務用クリーニング装置の貸与，民生用電気機械器具の修理又は保
守，業務用電気洗濯機の修理又は保守
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【35】広告，広告に関する情報の提供，インターネット上で使用する広告用データのコン
ピュータデータベースへの情報構築，その他のコンピュータデータベースへの情報構築，コ
ンピュータデータベースへの情報編集，広告場所の貸与，ウェブサイト及びドメインネーム
の買収及び営業譲渡に関する指導・斡旋及び仲介，ウェブサイト及びドメインネームの買

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

2006.05.24 願書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.05.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.27 意見書
2007.02.27 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.11.14 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))
2007.02.20 拒絶査定
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商標（見本）

商標
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区分
09,35,38,42

226

サイト買取ドットコム

通常:
2006-049912
標準

10

227

図形商標

キャンバス写真

通常:
2006-050864
標準

09,16

229

Ｗｅｂ祝儀袋・のし袋・香典袋・
慶弔袋

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.11.14 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))
2007.02.20 拒絶査定

【09】写真、絵画、イラスト、コピー等を含むあらゆるイメージをキャンバスに、印刷した作
品、及びこのキャンバス写真に油彩、水彩し着色した作品を含む呼称とし、これを制作、或
いは第３者をして制作せしめ、これらの作品をインターネット等の通信メディアを利用した、
販売、オークション販売、レンタル等を含む流通業務等を行う
【16】写真、絵画、イラスト、コピー等を含むあらゆるイメージをキャンバスに、印刷した作
品、及びこのキャンバス写真に油彩、水彩し着色した作品を含む呼称とし、これを制作、或
いは第３者をして制作せしめ、これらの作品を画廊、ギャラリー或いは展示スペースを併設
した、小売店、観客が期待出来る、旅館ホテルロビー、自動車会社ロビー、レストラン、
バー、ショッピングセンター、デパート、ブティック、診療所、病院、老人ホーム、一般企業ロ
ビー、貸ビルロビー、ゴルフ場等を含む企業の建物壁面を含む展示スペース等において、
展示催事業務、展示販売、インターネットを利用しないオークション販売、インターネットを
利用した展示会場でのオークション販売及びレンタルを含む普及業務を行う
【09】理化学機械器具，測定器機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気
測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガ
ラス，救命用具，電気通信機械器具，録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コン
パクトディスク・その他のレコード，メトロノーム，電子計算機用プログラム（電気通信回線を
通じてダウンロード・プリントアウトにより販売されるものを含む），オゾン発生器，ロケット，
業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動技能訓練用シ
ミュレーター，乗物運転技能訓練のシュミレーター，電子応用機械器具及びその部品，雑
誌・書籍・新聞・地図・写真・絵・図面・画像及び文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディ
スク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルサーバタイルーＲＯＭ及び磁気テープ，コン
ピュータネットワークを通じてダウンロードされる電子出版物（電気通信回線を通じてダウン
ロード・プリントアウトにより販売されるものを含む）
【16】紙製包装用容器，衛生手ふき，型紙，紙製タオル，紙製テーブルクロス，紙製テーブ
ルナプキン，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.20 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.07.04 手続補正書(方式)
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.02 認定･付加情報
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))
2007.02.02 拒絶査定

優先 2006-050035

09,16

228

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【35】広告，広告に関する情報の提供，インターネット上で使用する広告用データのコン
ピュータデータベースへの情報構築，その他のコンピュータデータベースへの情報構築，コ
ンピュータデータベースへの情報編集，広告場所の貸与，ウェブサイト及びドメインネーム
の買収及び営業譲渡に関する指導・斡旋及び仲介，ウェブサイト及びドメインネームの買
【10】救急車または医療用航空機において使用する簡易ベッド・担架・移動ベッド及び車輪
付きの折り畳み式いす及びその部品，その他の車輪付きの医療用移送器具，その他の医
療用機械器具

通常:
2006-052066
標準

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.20 優先権証明書提出書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.27 期間延長請求書
2007.02.05 意見書
2007.02.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.06.26 手続補正書(方式)
2006.08.01 認定･付加情報
2006.10.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定

2008/11/13
59／61

３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,38,42

230

ブログ売買ドットコム

通常:
2006-052217
標準

11,20

231

ペットエアコン

ＴＴ－ＢＲＯＮＺＥ＼ＴＴ－ブロン
ズ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.11.14 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))
2007.02.20 拒絶査定

【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
【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用い
す，理髪用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金属
製又は石製のものを除く。），輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金属
代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及び
キャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファ
イバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まく
ら，マットレス，麦わらさなだ，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆
（金属製のものを除く。），ししゅう用枠，ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），
旗ざお，うちわ，せんす，植物の茎支持具，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，きゃ
たつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），帽子
掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，家庭用水槽（金属製又は石製のものを除
く。），ハンガーボード，工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディスペンサー（金属製の
ものを除く。），家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょう
ぶ，ベンチ，アドバルーン，木製又はプラスチック製の立て看板，食品見本模型，人工池，

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 願書
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 意見書
2007.01.12 手続補足書
2007.02.08 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定
2007.04.26 手続補正書
2007.05.24 手続補正書(方式)
2007.05.28 手続補足書
2008.07.23 登録料納付
［登録］
2008.06.27 登録査定書
2008.07.23 設定納付書
2008.08.19 登録証

通常 2006-054485

11,20

232

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【35】広告，広告に関する情報の提供，インターネット上で使用する広告用データのコン
ピュータデータベースへの情報構築，その他のコンピュータデータベースへの情報構築，コ
ンピュータデータベースへの情報編集，広告場所の貸与，ウェブサイト及びドメインネーム
の買収及び営業譲渡に関する指導・斡旋及び仲介，ウェブサイト及びドメインネームの買
【11】暖冷房装置
【20】愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥巣箱

通常 2006-054815

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.06.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 手続補正指令書(出願)
2006.07.12 手続補正書
2006.08.17 認定･付加情報
2006.08.17 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.23 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28,41

233

ご当地検定

通常:
2006-055449
標準

07

234

ＡＬＬ－ＭＥＴＡＬ ＤＲＩＶＥ

エイディー

通常 2006-064538

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.06.14 願書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.28 拒絶査定

【05】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，創傷被覆材，医療用腕環，失禁用おしめ
【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，化学物質を充てん
した患部用保温保冷具，化学物資を塗布したシート状の患部用保温保冷具，貼付用医療
用具・化学物質を塗布したシート状の患部用保温保冷具・医療用貼付材を身体に貼るため
の補助シート，貼付用医療用具・化学物質を塗布したシート状の患部用保温保冷具・医療
用貼付材のずれ防止粘着シート，その他の医療用の補助器具及び矯正器具，化学物質を
充てんした患部用保温保冷具を患部に固定するための補助カバー，ゼリー状の化学物質
を塗布したシート状の患部用保冷具，ゼリー状の化学物質を充填した患部用保冷具，ゼ
リー状の化学物質をシート状に形成してなる患部用保冷具，皮膚の痒みを抑える成分を織
り込み又は付着させた医療用肌着，皮膚の痒みを抑える成分を織り込み又は付着させた
医療用マスク，皮膚の痒みを抑える成分を織り込み又は付着させた医療用包帯，その他
の医療用機械器具
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引
き手，靴びょう，靴保護金具，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.11 願書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.09 手続補正書
2007.01.09 手続補足書
2007.01.09 意見書
2007.02.07 認定･付加情報
2007.02.13 拒絶査定
2007.05.24 手続補正書(方式)
2007.05.24 手続補足書
2007.08.10 登録料納付
2007.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.07 登録査定書
2007.08.10 設定納付書
2007.09.04 登録証

優先:
2006-055841
標準

05,10,25

235

指定商品・役務
【09】家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム，携帯電話機用ゲームプログラム，コン
ピュータ用ゲームプログラム，教育用コンピュータソフトウェア，電子計算機，その他の電子
応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲーム機用のプログラム，業務用テレビゲーム
機，スロットマシン，携帯電話機用ストラップ，その他の電気通信機械器具，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，ダウンロード可能な画
像・映像・文字，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデ
オテープ・ビデオディスク及びその他の記録媒体，電子出版物，ダウンロード可能な音楽又
は音声，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，メトロノーム，電子楽器用自動
演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，眼鏡，耳栓，加工ガラス（建築用
のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵
器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算
機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステ
ム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガ
ソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火
ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保
安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の
道路標識，潜水用機械器具，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレー
ター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，
光学機械器具，測定機械器具，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故
防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，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
【28】携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，教育用玩具，その他のおもちゃ，人形，囲碁用具，
【07】家庭用電気ミキサー並びにその部品及び附属品，業務用電気ミキサー並びにその部
品及び附属品

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.07.06 優先権証明書提出書
2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.07 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)
2007.02.26 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（機械）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,12,14,16,18,20,2 【09】未記録のビデオテープ・オーディオテープ・ＣＤ・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記録媒 【中間記録情報】
体，録画済み又は録音済みのビデオテープ・オーディオテープ・ＣＤ・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・そ ［審査］
5,28,41

236

ＭＥＧＡ ＢＲＡＮＤＳ

優先:
2006-066678
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。

の他の記録媒体，映写フィルム，双方向型ゲームプログラム，その他のゲームプログラ
ム，組み立ておもちゃに関するマニュアルを記憶した記録媒体，組み立ておもちゃに関する
マニュアルを内容とする電子出版物，その他の電子出版物，電子応用機械器具及びその
部品，電気通信機械器具，業務用テレビゲーム機，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
【12】二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，チャイルドシート，自動車並び
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，三輪
車，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【14】宝飾品，貴金属，キーホルダー，貴金属製宝石箱，貴金属製コンパクト，時計
【16】書籍，組み立ておもちゃに関するマニュアル，その他の印刷物，文房具，事務用品（家
具に属するものを除く。），教材（器具に当たるものを除く。），紙類，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，日傘，その他の傘，携帯用化粧道具入れ，皮革
【20】家具，クッション，座布団，まくら，マットレス，揺りかご，幼児用歩行器
【25】帽子，その他の被服，履物，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用
衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】おもちゃ，人形，ゲーム用具，スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲー
ム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，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
【41】娯楽の提供，娯楽情報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は
知識の教授に関する助言・情報の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
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