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※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,41,42

1

ユビキタスディスプレイ

通常:
2005-060265
標準

07

2

ｅ―ｓｙｓｔｅｍ

デュアルアイリス

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.01 願書
2005.07.06 手続補正書
2005.07.12 手続補正指令書(出願)
2006.01.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.30 手続補足書
2006.01.31 意見書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.02.07 認定情報通知書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.04.21 代理人辞任届
2006.04.21 認定･付加情報
2007.03.20 拒絶査定

通常:
2005-069307
標準

09

3

指定商品・役務
【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，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，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
【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
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，電子計算機の操作に関する運行管理，コンピュータシステムの操作に関する運用管
理，電子計算機用データベースへの情報構築・情報編集，企業の業務・営業・商品取引・
人事の管理に関する助言及びその情報の提供，会計の事務の代行，企業の概要・業績そ
の他の企業に関する情報の提供，電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関
する情報の提供
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
【07】コンクリート・モルタル孔あけドリルその他の土木機械器具，コンクリート・モルタル孔
あけドリルに装着する防塵用給水装置，木材孔あけドリルその他の製材用・木工用又は合
板用の機械器具，木材孔あけドリルに装着する防塵用給水装置，石材孔あけドリルその他
の石材加工機械器具，石材孔あけドリルに装着する防塵用給水装置，コンクリート・モルタ
ル・木材又は石材の加工時に発生する業務用電気掃除機専用粉塵吸収用パッド，業務用
電気掃除機のノズル，業務用電気掃除機並びにその部品及び附属品

通常:
2005-086109
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.27 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(その他+第4条1項11号)
2006.03.28 手続補正書
2006.03.28 手続補足書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.28 意見書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 意見書
2007.01.12 認定･付加情報
2007.03.02 拒絶査定
2007.04.04 手続補足書
2007.09.14 上申書
2007.09.14 手続補足書
2008.02.28 登録料納付
［登録］
2008.02.22 登録査定書
2008.02.28 設定納付書
2008.03.18 登録証

【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，プロジェクター及びそ 【中間記録情報】
の他の電気通信機械器具
［審査］
2005.09.14 願書
2005.12.27 代理人変更届
2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.12.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.06 拒絶査定
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No.

商標（見本）

4

5

6

7

8

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【10】医療用機械器具
【44】医業，健康診断，歯科医業，調剤，医療情報の提供，医療用機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2005.11.11 手続補正指令書(出願)
2006.02.17 通知書(却下処分前通知)
2006.12.04 手続補正書(方式)
2007.01.09 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.21 意見書
2007.02.21 認定･付加情報
2007.03.09 拒絶査定

09,28,41

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃのプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ・光磁気ディスク
【28】携帯用電子ゲームおもちゃ，携帯用電子ゲームおもちゃのプログラムを記憶させたＲ
ＯＭカートリッジ，携帯用電子ゲームおもちゃの付属品
【41】インターネット又はコンピュータネットワークを通じて行うパーソナルコンピュータ用又
は家庭用テレビゲームおもちゃ用若しくは業務用ビデオゲーム機用のゲームの提供，イン
ターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用したゲームの提供及びこ
れに関する情報の提供，インターネット又はコンピュータネットワークを通じた対戦ゲーム大
会の企画・運営・開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.05.30 手続補正書
2006.07.07 手続補正指示書(審査官)
2006.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.16 拒絶査定
2007.08.06 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

09

【09】運動用ゴーグル，コンタクトレンズ，サングラス，普通眼鏡，防じん眼鏡，つる，表面に 【中間記録情報】
コーティングを設けた眼鏡用レンズ，その他の眼鏡用レンズ，枠，眼鏡，レンズ用ガラス， ［審査］
2005.10.24 願書
加工ガラス（建築用のものを除く。）
2006.05.09 拒絶理由通知書(その他+第8条1項+第4
条1項11号)
2006.07.18 手続補正書
2006.07.18 意見書
2006.08.18 手続補正書
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.20 拒絶査定
2008.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ＯＲＡＬ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＳＹ 通常:
2005-093037
ＳＴＥＭ
標準

ナンプレ＼ＮｕｍＰｌａｙ

ＮＡＮＯ ＣＯＡＴ

ＦＡＭＩＬＹ ＣＡＲＥ

ショートクランク

通常 2005-098336

通常:
2005-099300
標準

01,05,08,09,16,17,2 【01】水，アルコール類，界面活性剤，その他の化学品
【05】消毒剤，脱脂綿に含浸させた薬剤，消臭剤（工業用のもの及び身体用のものを除
2,23,41

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.08.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.08 手続補正書
2006.09.08 意見書
2007.03.28 拒絶査定

06

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.20 意見書
2007.03.09 拒絶査定
2007.11.16 登録料納付
［登録］
2007.10.31 登録査定書
2007.11.16 設定納付書
2007.12.04 登録証

通常:
2005-105597
標準

く。），その他の薬剤
【08】つめ切り，つめはさみ，洋ばさみ，その他の手動利器（「刀剣」を除く。）
【09】理化学機械器具，防じんマスク，防毒マスク
【16】衛生てふき，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
【17】化学繊維（織物用のものを除く。）
【22】綿繊維
【23】織物用化学繊維糸，混紡化学繊維糸，化学繊維より糸，その他の糸
【41】会議・セミナー・シンポジウムの手配及び運営
【06】アンカーボルト

通常:
2005-106117
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

10,44
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No.

商標（見本）

9

10

11

12

商標

パスコン

マテハンローダ

ＦＤ

ジェルパッド

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】セメント及びその製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2005.11.22 認定情報通知書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.13 拒絶査定

07

【07】鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.13 拒絶査定

09

【09】露センサー，湿度センサー，ガス漏れ検出センサー，その他の測定機械器具，発電用 【中間記録情報】
太陽電池モジュール，液晶表示装置用バックライト，液晶ディスプレイパネル，スイッチ，そ ［審査］
2005.11.18 願書
の他の配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，太陽電池，その他の電池
2006.07.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.21 手続補正書
2006.09.21 意見書
2006.10.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.21 意見書
2006.12.21 手続補足書
2007.01.26 認定･付加情報
2007.03.05 拒絶査定

03,05,10,11

【03】ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品，ジェ
ル状のパック用化粧料
【05】ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるパッチ剤，パップ剤，その他の貼
付用薬剤，ジェル状の粘着層からなるばんそうこう
【10】皮膚に貼着するためにジェル状の粘着剤が装着された低周波・高周波治療器用パッ
ド，ジェル状の粘着剤が装着されたシート状の温熱治療用保温保冷具，ジェル状の化学物
質を布やフィルム等の支持体上に展延（塗布）してなるシート状の患部用保温保冷具
【11】ジェル状の粘着剤を装着した貼付用使い捨てかいろ，ジェル状の化学物質を塗布して
なるシート状の保温保冷具，ジェル状の化学物質を充てんしたシート状の保温保冷具

通常:
2005-107423
標準

通常:
2005-107593
標準

通常 2005-108700

通常 2005-109372

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

中間記録

19
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.06.12 手続補正書
2006.06.12 上申書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 意見書
2006.07.28 手続補足書
2006.08.28 認定･付加情報
2007.03.06 拒絶査定
2007.07.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

13

14

商標（見本）

商標

ジェルマスク

炭灸

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

05,10,11

区分

【05】ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるパッチ剤，パップ剤，その他の貼
付用薬剤，ジェル状の粘着層を有する衛生マスク
【10】皮膚に貼着するためにジェル状の粘着剤が装着された低周波・高周波治療器用パッ
ド，ジェル状の粘着剤が装着されたシート状の温熱治療用保温保冷具，ジェル状の化学物
質を布やフィルム等の支持体上に展延（塗布）してなるシート状の患部用保温保冷具
【11】ジェル状の粘着剤を装着した貼付用使い捨てかいろ，ジェル状の化学物質を塗布して
なるシート状の保温保冷具，ジェル状の化学物質を充てんしたシート状の保温保冷具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.04.21 刊行物等提出書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.30 刊行物等提出による通知書
2006.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.12 手続補正書
2006.06.12 上申書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 意見書
2006.07.28 手続補足書
2006.08.25 認定･付加情報
2007.01.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.27 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.03.06 拒絶査定
2007.06.05 手続補正書(方式)
2007.06.05 手続補足書
2008.08.07 手続補正書
2008.08.07 意見書
2008.08.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.09.05 登録料納付
［登録］
2008.09.01 登録査定書
2008.09.05 設定納付書
2008.09.30 登録証

10,40

【10】炭が一定の条件下で遠赤外線を発生する特質を利用して、人体の健康増進に役立た 【中間記録情報】
せる健康用具に使用
［審査］
2005.11.15 願書
【40】物品の加工業
2006.03.15 伺い書
2006.03.24 伺い回答書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.16 拒絶査定
【09】無償配布される記録されたデシタル・バーサタイル・デイスク
【中間記録情報】
［審査］
【41】電子出版物の提供
2005.11.22 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.30 拒絶査定

通常 2005-109375

通常:
2005-112580
標準

09,41
15

16

17

ＦＲＥＥＤＶＤ

ＦＲＥＥＣＤ

ＦＲＥＥＤＩＳＫ

通常 2005-114611

09,41

【09】無償配布される記録されたコンパクト・デイスク
【41】電子出版物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.30 拒絶査定

09,41

【09】無償配布されるデータを記憶させた媒体
【41】電子出版物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.30 拒絶査定

通常 2005-114612

通常 2005-114613

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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）２００７．０３.xls
No.

18

19

商標（見本）

商標

ＮＡＮＯ ＣＯＡＴ＼ナノコート

種別 出願番号

区分

09,16,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.19 意見書
2006.07.19 手続補足書
2006.07.25 認定･付加情報
2006.08.16 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定

【19】れんが

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 手続補足書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.06 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)
2007.03.16 拒絶査定

通常 2005-118053

オフサイトミーティング＼ＯＦＦ－
通常 2005-120626
ＳＩＴＥ ＭＥＥＴＩＮＧ

脳年齢

通常 2005-123769

19

21

亀甲レンガ

通常:
2006-007988
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】運動用ゴーグル，コンタクトレンズ，サングラス，普通眼鏡，防じん眼鏡，つる，表面に 【中間記録情報】
コーティングを設けたレンズ，各種レンズ用コーティング，レンズ，枠，眼鏡，望遠鏡類，光 ［審査］
2005.12.15 願書
学機械器具，レンズ用ガラス，加工ガラス（建築用のものを除く。）
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.20 拒絶査定
2008.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,16

20

指定商品・役務

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.30 願書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.12 刊行物等提出書
2006.07.05 手続補正書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.14 刊行物等提出による通知書
2006.07.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.10 認定･付加情報
2006.10.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

22

23

24

25

商標（見本）

商標

測量用基準点ＩＣタグ

ＳＭＡＲＴＢＡＧ

インテリアカバー

箱根温泉

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】ＩＣチップを埋め込んだタグ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.13 拒絶査定

06,18,20

【06】金属製錠
【18】かばん類，かばん用タグ
【20】錠（金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.03.31 手続補正指令書(出願)
2006.04.05 手続補正書(方式)
2006.04.17 優先権証明書提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 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 意見書
2007.02.13 代理人受任届
2007.03.07 手続補正指令書(中間書類)
2007.03.09 手続補正書(方式)
2007.03.12 認定･付加情報
2007.03.12 認定･付加情報
2007.03.12 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定

09

【09】電気スイッチ用プレートカバー，電気のコンセント用カバー

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.09.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.24 手続補正書
2006.10.24 認定･付加情報
2006.10.24 認定･付加情報
2006.10.24 意見書
2007.03.28 拒絶査定

09

【09】マスコット人形等の飾り付き携帯電話機用ストラップその他の電話機用附属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.06 意見書
2006.09.29 上申書
2006.10.31 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定

通常 2006-010170

優先:
2006-015819
標準

通常:
2006-016805
標準

通常:
2006-017150
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）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.02 手続補正書
2006.11.02 手続補足書
2006.11.02 意見書
2006.11.06 認定･付加情報
2006.11.06 認定･付加情報
2006.12.04 認定･付加情報
2007.03.02 拒絶査定

09

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

09

【09】電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.03.17 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)
2006.12.20 意見書
2006.12.21 認定･付加情報
2007.03.02 拒絶査定

06,37

【06】鉄及び鋼，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属 【中間記録情報】
製人工魚礁，金属製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素 ［審査］
に当たるものを除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製金具，金属製建具
2006.03.17 願書
【37】建設工事，建築工事に関する助言，荷役機械器具の修理又は保守，土木機械器具
2006.03.23 認定･付加情報
の修理又は保守，土木機械器具の貸与
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

09

【09】自動販売機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電 【中間記録情報】
子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，携帯用液晶画面ゲー ［審査］
2006.03.17 願書
ムおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用自動演奏
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2007.03.02 拒絶査定
テープ，電子出版物

09,38

26

27

28

29

30

９０°＼ｎｉｎｅｔｙ

スピンダウンミキサー

ユビキタスパック

オカベスーパーリング

Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ＼オペ
レーションコントロール

通常 2006-019059

通常:
2006-019925
標準

通常:
2006-024070
標準

通常:
2006-024118
標準

通常 2006-024420

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.07 願書
2006.03.07 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)
2007.03.02 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

31

32

33

34

35

36

商標（見本）

商標

Ｄａｔａ Ｇａｔｈｅｒ＼データギャ
ザー

ＧＴ－ＦＡＣＴＯＲＹ

ＰｏｗｅｒＵｐＴｏｏｌ

Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ

§うさぎの＼ホプラ

パワークラッシャー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】自動販売機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電 【中間記録情報】
子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，携帯用液晶画面ゲー ［審査］
2006.03.17 願書
ムおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用自動演奏
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2007.03.02 拒絶査定
テープ，電子出版物

12

【12】船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並 【中間記録情報】
びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並び ［審査］
2006.03.20 願書
にそれらの部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，車
2006.03.20 手続補足書
いす，荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の
動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電動機又 2006.04.21 認定･付加情報
2006.04.21 認定･付加情報
は直流電動機（その部品を除く。），タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片，乗物用
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
盗難警報器，落下傘
2006.12.25 意見書
2007.02.13 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定

09

【09】コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，ダウンロード可能なコンピュータプログ 【中間記録情報】
ラム，フォントを記憶させた磁気ディスク・ハードディスク，録画済みビデオディスク及びビデ ［審査］
2006.03.20 願書
オテープ，電子出版物
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.06 手続補正書
2006.12.06 意見書
2007.03.30 拒絶査定

09

【09】電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 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)
2007.03.09 拒絶査定

09

【09】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］
2006.03.23 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.06 拒絶査定

12

【12】空缶破砕機を搭載した自動車，船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその 【中間記録情報】
部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附 ［審査］
属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除 2006.03.24 願書
2006.03.27 認定･付加情報
く。），陸上の乗物用の機械要素
2006.10.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

通常 2006-024421

通常:
2006-024686
標準

通常 2006-024956

通常:
2006-025401
標準

通常 2006-025678

通常:
2006-026276
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）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.11 意見書
2006.10.11 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2007.03.02 拒絶査定
2007.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，移動体電話機用プログラム（記憶させたもの又はダウンロー
ド可能なもの。），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
【09】望遠鏡，拡大鏡，レンズ，プリズム，顕微鏡，その他の光学機械器具

09

【09】眼鏡

09,38,41,42

37

38

39

待ち受けウィンドウ

§ＱＵＩＣＫ－ＳＷＩＴＣＨ

ゲルマニウム＼サングラス

通常 2006-026339

通常 2006-026475

通常 2006-026610

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.24 願書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.10.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 意見書
2007.01.05 手続補足書
2007.02.02 認定･付加情報
2007.03.16 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.08.29 伺い書
2006.09.01 伺い回答書
2006.10.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定
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No.

40

41

42

43

44

45

商標（見本）

商標

黒カビシャット

ほこりきゃっちゃー

種別 出願番号

区分

ＳＡＦＥＴＹ ＣＬＥＡＲ

スリーブキャップ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.04 手続補正書
2006.12.04 手続補足書
2006.12.04 意見書
2007.01.05 認定･付加情報
2007.03.13 拒絶査定
2007.04.11 手続補足書
2007.04.19 手続補正書(方式)
2007.10.25 登録料納付
2007.11.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.16 登録査定書
2007.10.25 設定納付書
2007.11.13 登録証

11

【11】扇風機，その他の家庭用電熱用品類及びその部品・附属品

【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1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

09,41,42

【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)
2007.03.28 拒絶査定

10

【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
【10】医療用機械器具

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.20 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
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.20 拒絶査定

通常:
2006-026720
標準

通常 2006-026729

通常:
2006-028039
標準

通常:
2006-028040
標準

通常 2006-029108

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

中間記録

【07】黒カビ発生抑制機能を有する家庭用電気洗濯機

Ｓｍａｒｔセキュリティソリューショ 通常:
2006-027252
ン
標準

ＳＡＦＥＴＹ ＣＬＥＡＲ ＳＯＦＴ

指定商品・役務

07
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.20 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

46

Ｅｚ－ＤＲ

通常:
2006-029111
標準

指定商品・役務

中間記録

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電子 ［審査］
2006.03.31 願書
計算機用のプログラムの提供
2006.04.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.05.12 手続補正書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定

03,05,09,16,21,29,3 【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】
0,31,32,33,35,38,41 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］

47

一品極上

通常:
2006-029783
標準

09

48

野菜の花＼やさいのはな＼や
さいの花

通常 2006-029989

11,20,44

49

板盤浴

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
毛
【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，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液，乳児用食品，食餌療法用食品及び飲料
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，携帯
電話機用ストラップ，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロ
【09】電子出版物，録画・録音済みＤＶＤ，ＣＤ－ＲＯＭ及びビデオテープ

【11】木の板を用いたサウナ用風呂装置
【20】木の板を用いた寝台板
【44】木の板を用いたサウナ・美容・入浴施設の提供

通常:
2006-030002
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.

2006.04.03 願書
2006.04.03 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.24 意見書
2007.01.24 代理人受任届
2007.01.26 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.20 意見書
2006.12.21 手続補足書
2006.12.25 手続補足書
2007.01.24 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.03 手続補足書
2006.04.06 手続補足書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.04.06 認定･付加情報
2006.04.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.20 拒絶査定
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No.

50

51

商標（見本）

商標

木板浴

ＩＭＡＰ

種別 出願番号

区分

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，配電用又は制御用の機械器 【中間記録情報】
［審査］
具，回転変流機，調相機，電線及びケーブル
2006.04.06 願書
2006.05.10 優先権証明書提出書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.26 拒絶査定
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2006.04.07 願書
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
項16号)
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
2007.03.06 拒絶査定
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
【11】暖冷房装置，家庭用電気式浴室暖房乾燥機，家庭用電気温風暖房機，家庭用ガス 【中間記録情報】
［審査］
温水式浴室暖房乾燥機，サウナ風呂用装置，浴室装置
2006.04.07 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)
2007.03.06 拒絶査定

通常:
2006-030003
標準

優先:
2006-031417
標準

ＥＱ－Ｍｏｎｉｔｏｒ＼イーキューモ
通常 2006-031807
ニター

11
53

54

55

マイクロミスト

ハイブリッド給湯システム

ピンボード

通常:
2006-031819
標準

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.03 手続補足書
2006.04.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.06 手続補足書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.20 拒絶査定

11

【11】工業用炉，ボイラー，ガス湯沸かし器，冷凍機械器具，乾燥装置，換熱器，蒸煮装
置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，暖冷房装置，浴室ユニット，太陽熱利用温水器，家
庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 拒絶査定

06

【06】建築又は構築用の金属製専用材料

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.23 拒絶査定

通常:
2006-031826
標準

通常:
2006-032292
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】木の板を用いたサウナ用風呂装置
【20】木の板を用いた寝台板
【44】木の板を用いたサウナ・美容・入浴施設の提供

09

52

指定商品・役務

11,20,44
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

56

57

58

59

商標（見本）

商標

耐震パワープラス

耐震帯＼タイシンタイ＼たいし
んたい

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製金具，ワイヤロープ
【37】建築物又は構築物の耐震補強工事

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.11.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.18 意見書
2007.03.05 拒絶査定
2007.05.17 手続補正書(方式)
2008.03.13 登録料納付
［登録］
2008.02.15 登録査定書
2008.03.13 設定納付書
2008.04.08 登録証

19

【19】ゴム製又は繊維製の建築用又は構築用の補強用シート

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.11.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 意見書
2007.03.07 拒絶査定

19

【19】ゴム製又は繊維製の建築用又は構築用の補強用シート

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.11.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 意見書
2006.12.25 意見書
2007.03.07 拒絶査定

09,25,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.04.19 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))
2007.03.26 拒絶査定

通常:
2006-034391
標準

通常 2006-034460

耐震布＼タイシンフ＼たいしん
通常 2006-034465
ふ

§Ｗ∞ｉｌｄ＼ｏｍｅｎ

通常 2006-035088

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

中間記録

06,37
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,25,41

60

ＷｉｌｄＷｏｍｅｎ

通常:
2006-035089
標準

09,42

61

ｌｏｇ・ｉｃ

通常:
2006-035519
標準

08
62

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.04.19 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))
2007.03.26 拒絶査定

【11】廃水処理装置，廃水浄化装置，工業用洗浄水の浄化装置，浄水装置，汚水浄化槽，
し尿処理槽，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留
装置，熱交換器，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，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，電球類及び照明用
器具，家庭用電熱用品類，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，湯たんぼ，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.06.07 手続補足書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.07.26 認定･付加情報
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))
2007.03.30 拒絶査定

がんばろう＼ガンバロウ＼ＧＡＮ
通常 2006-035557
ＢＡＲＯＵ

11

63

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
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴
【09】ＩＣカードリーダー，ＩＣカード，ＩＣカードライター，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，電子出版物，録音済みのコンパクトディスク，その他のレ
コード，作業記録機
【42】ＩＣカードリーダーの貸与，ＩＣカードライターの貸与，コンピュータソフトウェアの保守，コ
ンピュータソフトウェアの貸与，コンピュータの貸与，コンピュータ用プリンタの貸与，イメー
ジスキャナの貸与，コンピュータプログラムの設計・作成又は保守，コンピュータプログラム
の提供，コンピュータシステムのアップグレイド，コンピュータソフトウェアのバージョンアッ
プ，通信ネットワークの設計・作成又は保守，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含
む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電子計算機・自
動車その他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，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，技術移転に関するコンサルティング，技術移転の仲介・
斡旋及び工業所有権に関する実施許諾若しくは使用許諾の仲介・斡旋，先行技術に関す
る調査，知的財産権情報の提供，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会保険
【08】手動利器，手動工具

省エネルギー・ドット・コム＼ＳＨ
通常 2006-035560
Ｏ－ＥＮＥＲＧＹ．ＣＯＭ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.18 願書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.27 拒絶査定

【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1項各号)
2007.03.30 拒絶査定
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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】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット（球技用，スキー用含む。），エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，
レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
【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］
2006.04.18 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
2006.12.28 手続補足書
2007.02.01 認定･付加情報
2007.03.13 拒絶査定

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，さく

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 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)
2006.12.25 意見書
2006.12.25 手続補足書
2007.01.30 認定･付加情報
2007.03.05 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，電気通信機械器具，生体信号を利用した電子応用
機械器具及びその部品，生体信号を利用した意思伝達装置及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.20 上申書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.06.20 認定･付加情報
2006.12.08 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))
2007.01.15 手続補正書
2007.01.15 意見書
2007.01.15 認定･付加情報
2007.01.15 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定

09

【09】ソレノイドバルブ，気体又は液体用の流量調節バルブ，その他の気体又は液体用の
流量自動調節機械器具，その他の測定機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 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))
2007.02.16 意見書
2007.03.02 拒絶査定

09

64

エニアグラムコーチ

通常 2006-035575

09
65

66

67

68

アフィリエイトビルダー

Ｇガードパイプ

脳波コントローラ

ＡＢ ＪＡＰＡＮ ＶＡＬＶＥＳ

通常:
2006-035775
標準

通常:
2006-036009
標準

通常:
2006-036169
標準

通常:
2006-036424
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.05 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)
2007.03.02 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

69

70

71

72

73

74

商標（見本）

商標

還流ローラー

ブレンドローラー

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.25 手続補正書(方式)
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.23 拒絶査定

07

【07】壁紙糊付機

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.25 手続補正書(方式)
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.23 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・自転車並びにそれらの部品及び附 【中間記録情報】
［審査］
属品
2006.04.20 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定
2008.01.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,16,41

【09】統計・品質改善及びデータ分析の分野において使用されるトレーニングマニュアル
（磁気媒体に記録済みのもの），その他の電子資料・電子教材，統計・品質改善及びデータ
分析の分野におけるコンピュータソフトウェア用ユーザーマニュアルをフィーチャーしたコン
ピュータファイルサーバからダウンロード可能なソフトウェア・ディスケット又はＣＤ－ＲＯＭ，
統計・品質改善及びデータ分析の分野において使用されるユニットとして販売されるコン
ピュータプログラム及びインストラクションマニュアル
【16】印刷されたユーザーマニュアル，統計・データ分析・品質改善及びコンピュータソフト
ウェアの分野における情報をフィーチャーした書籍，その他の印刷されたトレーニング資
料・教材
【41】統計・データ分析・品質改善及びコンピュータソフトウェアの分野における授業・講義
及びセミナーの企画・運営又は開催並びにトレーニングセッションの提供

09,38,44

【09】コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，光学式記録媒体，インターネット又 【中間記録情報】
はデータベースからオンラインでダウンロード可能な電子出版物，オンラインにより提供さ ［審査］
れるダウンロード可能な映像，オンラインにより提供されるダウンロード可能な音楽
2006.04.21 願書
【38】コンピュータネットワークを利用した電子計算機端末による通信
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
【44】動物の治療
2007.03.02 拒絶査定

19

【19】木材

通常:
2006-036429
標準

通常:
2006-036430
標準

ＱＵＡＬＩＴＹ．ＡＮＡＬＹＳＩＳ．ＲＥＳ
優先 2006-036858
ＵＬＴＳ．

御用檜

通常 2006-037000

通常:
2006-037036
標準

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

中間記録

【07】壁紙糊付機

ウイングミラー＼ＷＩＮＧＭＩＲＲＯ
通常 2006-036687
Ｒ

ＰｅｔＬｉｎｋ

指定商品・役務

07
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.07.14 優先権証明書提出書
2006.08.14 認定･付加情報
2006.08.14 認定･付加情報
2006.08.15 認定情報通知書
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.05 期間延長請求書
2007.03.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.02 拒絶査定

2008/12/11
19／51

３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19

75

御用杉

通常:
2006-037037
標準
09,11

76

セービングエネルギー

通常:
2006-037446
標準

09

77

78

79

ＩＰドアホン

モバイルナースコール

Ｗｅｂナースコール

通常:
2006-037725
標準

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.02 拒絶査定
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2006.04.24 願書
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2006.04.24 認定･付加情報
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知 項16号)
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告 2007.03.01 拒絶査定
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
【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］
2006.04.24 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.27 意見書
2006.12.27 手続補足書
2006.12.28 認定･付加情報
2007.02.01 認定･付加情報
2007.03.13 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.27 意見書
2006.12.27 手続補足書
2006.12.28 認定･付加情報
2007.02.01 認定･付加情報
2007.03.13 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.11.28 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
2006.12.28 認定･付加情報
2007.02.01 認定･付加情報
2007.03.13 拒絶査定

通常:
2006-037727
標準

通常:
2006-037728
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】木材

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

80

81

商標（見本）

商標

Ｓｕｐｅｒ ＥＭＳ

ロボ歌

種別 出願番号

区分

ネクストＣＲＭソリューション

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.09 拒絶査定

09,28,41,42

【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
【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
【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，ＩＣ
カード，その他の電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケッ
ト，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マ
スク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用の
プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエッ
トスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコー
ド，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，
計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディ
スク及びビデオテープ，電子出版物
【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
【07】さく岩機・割岩機その他の鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.04.26 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)
2007.03.23 拒絶査定

通常 2006-038546

通常:
2006-038604
標準

通常 2006-038650

07
83

ＲＯＣＫＢＵＳＴＥＲ＼ロックバス
通常 2006-038703
ター

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

中間記録

【10】痩身のための業務用美容マッサージ器

09,16,35,36,40,42

82

指定商品・役務

10
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2007.02.02 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))
2007.03.14 手続補正書
2007.03.14 代理人受任届
2007.03.14 手続補足書
2007.03.14 意見書
2007.03.16 認定･付加情報
2007.03.16 認定･付加情報
2007.03.16 認定･付加情報
2007.03.16 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定
2007.10.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 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)
2007.03.27 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

84

85

商標（見本）

商標

§紋章＼ＭＯＮＳＹＯ

§Ｐ

種別 出願番号

区分

§Ｐ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.09 拒絶査定

09

【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），電解槽，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，救命用具，火災報知機，盗難警報器，業務
用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
具，測定機械器具，電池，電気磁気測定器，電気アイロン，電気ブザー，電気通信機械器
具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ウエイトベルト，
ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，
レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），電解槽，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，救命用具，火災報知機，盗難警報器，業務
用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
具，測定機械器具，電池，電気磁気測定器，電気アイロン，電気ブザー，電気通信機械器
具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ウエイトベルト，
ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，
レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），電解槽，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，救命用具，火災報知機，盗難警報器，業務
用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
具，測定機械器具，電池，電気磁気測定器，電気アイロン，電気ブザー，電気通信機械器
具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ウエイトベルト，
ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，
レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），電解槽，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，救命用具，火災報知機，盗難警報器，業務
用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器
具，測定機械器具，電池，電気磁気測定器，電気アイロン，電気ブザー，電気通信機械器
具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画
面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ウエイトベルト，
ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，
レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定

通常 2006-038854

通常 2006-038970

通常 2006-038971

09

87

§Ｐ

通常 2006-038972

09

88

§Ｐ

通常 2006-038973

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

中間記録

【09】眼鏡、眼鏡の部品及び付属品

09

86

指定商品・役務

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,11,37

89

スチームアナライザー

通常:
2006-039113
標準

06,19

90

フルカラーインクジェット

通常:
2006-039179
標準

12
91

ＴＨＥ ＷＨＥＥＬ

ナビコントロール

通常:
2006-039280
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］
2006.04.27 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)
2007.01.29 意見書
2007.03.02 拒絶査定

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，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)
2007.03.06 拒絶査定

通常:
2006-039194
標準
09

92

指定商品・役務
【09】アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登
録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用
又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票
数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステー
ション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズ
ル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜
水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相
機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気
ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防
艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，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，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ダイ
オキシン類分析用試料採取器，通信を利用した電力量・ガス量等のエネルギー使用量・水
道使用量の遠隔自動収集装置
【11】ボイラー，浴室ユニット，便所ユニット，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，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，業務用冷凍食品解凍機，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
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光
式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽
類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金
属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，
犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯
金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建
具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属製
の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，
ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
【19】セメント及びその製品，タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶
磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築
専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専
用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用
の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組
立てセット（金属製のものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示
帯，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製の
ものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金
【12】自動車用ホイール，二輪自動車用ホイール
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.09 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

93

オーディオセミナー

通常:
2006-039291
標準

09
94

95

96

97

さわれる絵本

ＳＩ Ｏｂｊｅｃｔ Ｂｒｏｗｓｅｒ ＥＲ

フィンガーセフティ

ｐｏｄｗａｌｋ

通常:
2006-039804
標準

ＩＰｖｏｉｃｅ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.05.01 手続補足書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.02 拒絶査定

【09】電子計算機用プログラムを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク及びその他の記憶媒 【中間記録情報】
［審査］
体
2006.04.17 願書
2006.05.19 手続補正指令書(出願)
2006.05.23 上申書
2006.06.22 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)
2007.03.09 拒絶査定

09

【09】事故防護用指プロテクター，事故防護用手袋

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.02 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体，ダウンロード可
能な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，ダウンロード
可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プ
ログラムを記憶させた記録媒体，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
せた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログ
ラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記録媒体，その他の家庭用
テレビゲームおもちゃ，ダウンロード可能な音楽・音声・映像，音楽・音声・映像を記憶させ
た記録媒体，レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－
ＲＯＭ，ダウンロード可能な雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報，その
【09】電気通信機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.09 拒絶査定

通常:
2006-040115
標準

通常:
2006-040228
標準

通常:
2006-040277
標準

通常:
2006-040449
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］
2006.04.27 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

09

09
98

指定商品・役務
【09】録音済みコンパクトディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・磁気ディスク・光ディスクその他の記録媒
体，ダウンロード可能な映像・音声・音楽，電子応用機械器具及びその部品，耳栓，加工ガ
ラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，
電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写
機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自
動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，消火器，消火栓，消
火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故
障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビ
ゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練
用シミュレーター，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電池，電気磁気測定
器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器
具，磁心，抵抗線，電極，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火
被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラ
ムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスー
ツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メト
ロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算
尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク・
【09】家庭用テレビゲームおもちゃ用又は携帯用画面ゲームおもちゃ（携帯用液晶画面
ゲームおもちゃを含む）用のゲームプログラム（ダウンロード可能なものを含む），家庭用テ
レビゲームおもちゃ用又は携帯用画面ゲームおもちゃ（携帯用液晶画面ゲームおもちゃを
含む）用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体（電子回路及びＣＤ－ＲＯＭを含む），
電子計算機用プログラム（ダウンロード可能なものを含む），電子計算機用プログラムを記
憶させた記録媒体（電子回路及びＣＤ－ＲＯＭを含む）
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.23 拒絶査定

2008/12/11
24／51

３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

99

100

101

102

商標（見本）

商標

アイピーボイス

バンブーネット

自然浄化処理法

写真お絵かき

種別 出願番号

区分

ソリッドプレート

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.23 拒絶査定

19

【19】建築用竹製下地材，土壁下地材

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.05.19 手続補正指令書(出願)
2006.05.26 手続補正書(方式)
2006.06.30 認定･付加情報
2006.06.30 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.09 拒絶査定

11

【11】浄水装置，汚水浄化装置，し尿浄化装置，食物残渣処理装置，汚水浄化槽，し尿処
理槽

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.11.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.09 拒絶査定

09

【09】耳栓，レンズ用ガラス，その他の加工ガラス（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，
ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，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，液晶プロジェクター，電気通信
機械器具，コピー機能・スキャナー機能付きコンピュータ用プリンター，インクジェットプリン
ター，コンピュータ用プリンター，電子計算機，コンピュータプリンターの環境設定用及び制
御用プログラム，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により販売
されるものを含む。），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，コンタクトレンズ，その他の眼鏡，ダウンロード可能な家庭用
テレビゲーム機用ゲームプログラム，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を記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイ
【10】義歯
【40】義歯の加工

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

通常:
2006-040450
標準

通常 2006-040610

通常 2006-040638

通常:
2006-040709
標準

通常:
2006-041178
標準

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

中間記録

【09】電気通信機械器具

10,40
103

指定商品・役務

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.23 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

104

105

106

107

108

商標（見本）

商標

石州瓦

種別 出願番号

区分

乗り物占い

マルチコントロールコンセント

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.09.08 通知書(却下処分前通知)
2006.09.11 手続補正書
2006.10.12 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)
2007.03.30 拒絶査定

07

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

06

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，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
【06】金属製管継ぎ手，金属製フランジ

09

【09】電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.05 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，電源遠隔制御装置，リモートコ
ントロール式配電盤，電源スイッチ装置，電気制御用機械器具，電源制御装置，電気通信
機械器具，電気信号遠隔制御装置，電気的遠隔制御装置，電子応用機械器具及びその
部品並びに付属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 意見書
2006.12.28 手続補足書
2007.01.31 認定･付加情報
2007.03.02 拒絶査定

通常:
2006-041218
標準

通常:
2006-041671
標準

通常:
2006-041677
標準

通常:
2006-041727
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】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，陶磁製かわら

Ｉｎ－Ｌｉｎｅ Ｓｔｏｃｋｅｒ＼インライ
通常 2006-041239
ンストッカ

離脱防止内蔵継手

指定商品・役務

19
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11,17,19

109

パイプフック

通常:
2006-041848
標準

11

110

アロマストリーム＼Ａｒｏｍａ Ｓｔｒ
通常 2006-042541
ｅａｍ

111

通常:
2006-043366
標準

06,37
ＣＪ－ＤＡＭＰＥＲ

07
112

プリフォーマー

通常:
2006-043431
標準
07

113

ＨＩ－ＥＮＤ ＢＬＡＣＫ

通常 2006-043537

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【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
【17】雲母，ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ（機械要素に当たるものを除く。），ガ
スケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），パッキング，消防用ホース，石綿製防火幕，オ
イルフェンス，電気絶縁材料，ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー，蹄
鉄（金属製のものを除く。），化学繊維（織物用のものを除く。），石綿，岩石繊維，鉱さい
綿，糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除く。），化学繊維糸（織物用のものを除く。），
石綿糸，石綿織物，石綿製フェルト，絶縁手袋，ゴムひも，石綿ひも，石綿網，ゴム製包装
用容器，ゴム製栓，ゴム製ふた，農業用プラスチックフィルム，コンデンサーペーパー，石
綿紙，バルカンファイバー，プラスチック基礎製品，ゴム，岩石繊維製防音材（建築用のも
のを除く。），石綿の板，石綿の粉
【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ
んが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築
専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建
【11】電気式芳香器

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.12.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.16 意見書
2007.01.16 手続補足書
2007.02.15 認定･付加情報
2007.03.06 拒絶査定
2007.06.18 手続補正書(方式)
2007.06.18 手続補足書

【07】切削用ダイヤモンド工具，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.05.26 手続補正指令書(出願)
2006.06.10 手続補正書(方式)
2006.07.14 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.02 拒絶査定
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製金具，金 【中間記録情報】
属製建具
［審査］
2006.05.12 願書
【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，荷役機械器具の
2006.12.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，煙突の
清掃，建築物の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，し尿処理槽の清掃，浴槽 号)
2007.03.12 拒絶査定
又は浴槽がまの清掃，道路の清掃，貯蔵槽類の清掃，土木機械器具の貸与
【07】プラスチック加工機械器具
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 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)
2007.03.13 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
07

114

115

116

117

118

119

ハイエンドブラック

平綱

ブロックリール

ロックリール

職人仕様

ＦＦＴＶｉｅｗ

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

09

09

【09】救命用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.11.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

09

【09】救命用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.11.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

09

【09】救命用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.11.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.09 拒絶査定

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，生産部門の作業装置用のコンピュータ用端末装
置，電子計算機用プログラム，生産収益性を高めるために用いるコンピュータソフトウェア，
システム管理に使用される電子計算機用プログラム，コンピュータの能力測定及び能力評
価用のコンピュータプログラム，搬送及び生産工程の自動制御用自動調整機械器具及び
遠隔監視装置，配電用又は制御用の機械器具，電気通信機械器具
【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，工場における生産自動化設備の設計，産業および製造設備の設計に関す
るエンジニアリング，電気設備又は電子計算機設備の設計，電力又は産業用の機械・装置
又は設備の設計，電力又は産業用の機械・装置又は設備の設計に関する情報の提供，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，制御管理用コンピュータソフトウェアの保
守，電子計算機用プログラムの提供，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，品質管理，機械器具に関する試験又は研究

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

通常 2006-043538

通常 2006-043679

通常 2006-043682

通常 2006-043683

通常 2006-043684

通常 2006-043745

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

中間記録

【07】切削用ダイヤモンド工具，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
【09】救命用具
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.11.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定
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No.

120

121

122

商標（見本）

商標

岩盤窯石

立体商標

ソフトメッシュレザー

種別 出願番号

区分

道具屋本舗

11,37

【11】ボイラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，家庭用電熱用品類，家庭用電気給湯器，業 【中間記録情報】
務用電気給湯機
［審査］
【37】建設工事，建築設備の運転・点検・整備，暖冷房装置の修理又は保守，ボイラーの修 2006.05.15 願書
2006.05.15 認定･付加情報
理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，家庭用電熱用品類の修理又は保守，暖冷
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
房装置・冷凍機械器具の遠隔監視
2007.03.16 拒絶査定

08

【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ
り及び電気バリカン，手動利器（「刀剣」を除く。），刀剣，手動工具（「すみつぼ類・皮砥・鋼
砥・砥石」を除く。），すみつぼ類，皮砥，鋼砥，砥石，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
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），手動利器
（「刀剣」を除く。），刀剣，手動工具（「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。），すみつぼ
類，皮砥，鋼砥，砥石，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
） パレットナイフ
【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

通常:
2006-043871
標準

通常:
2006-043966
立体

通常:
2006-043978
標準

通常 2006-044253

09

124

森林ヒーリング

通常:
2006-044345
標準

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

中間記録

【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，岩盤浴用のセラミックス製板，岩盤浴用の石製
板，石材

08
123

指定商品・役務

19

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.15 意見書
2007.03.02 拒絶査定
2007.06.11 手続補正書(方式)
2007.06.11 手続補正書
2007.06.11 手続補正書
2007.06.11 手続補正書
2008.06.02 登録料納付
［登録］
2008.05.09 登録査定書
2008.06.02 設定納付書
2008.06.17 登録証

【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)
2007.03.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.05.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.09 拒絶査定

【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 2007.03.23 拒絶査定
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
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
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

125

メンタルヘルスケア

通常:
2006-044346
標準

11,24

126

127

128

129

玉川の岩盤浴ふとん

萌えスロ

萌えパチ

ＡＤ Ｃｏｕｎｔｅｒ

通常 2006-044495

【09】パチンコスロット機，スロットマシン，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおも 【中間記録情報】
ちゃ，ダウンロード可能なゲームプログラム，ダウンロード可能な音声及び音楽，ダウン
［審査］
ロード可能な画像及び映像，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.05.16 願書
【41】インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供，インターネット・携帯 2006.05.25 認定･付加情報
電話による通信を用いて行う音楽・音声の提供，インターネット・携帯電話による通信を用
2006.05.30 認定情報通知書
いて行う画像・映像の提供
2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.20 拒絶査定

09,41

【09】パチンコスロット機，スロットマシン，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおも 【中間記録情報】
［審査］
ちゃ，ダウンロード可能なゲームプログラム，ダウンロード可能な音声及び音楽，ダウン
ロード可能な画像及び映像，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.05.16 願書
【41】インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供，インターネット・携帯 2006.06.01 認定･付加情報
2006.06.06 認定情報通知書
電話による通信を用いて行う音楽・音声の提供，インターネット・携帯電話による通信を用
2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
いて行う画像・映像の提供
項16号)
2007.03.20 拒絶査定

09,35

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

通常:
2006-044519
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

09,41
通常:
2006-044514
標準

通常:
2006-045084
標準

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 2007.03.23 拒絶査定
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
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
【11】電気布団
【中間記録情報】
［審査］
【24】布団
2006.05.16 願書
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
2007.01.25 手続補足書
2007.02.23 認定･付加情報
2007.03.02 拒絶査定
2007.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 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)
2007.03.13 拒絶査定
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No.

130

131

132

133

134

135

136

商標（見本）

商標

ＭＡＴＳＵＺＡＫｉ

ＡＶーＮＡＶＩ

ＡＶナビ

ＡＶ ＮＡＶＩ

§Ｍ

ＮＥＮＲＹＯ ＤＥＮＧＥＮ

情報起業

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【07】繊維機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.14 手続補正書(方式)
2006.07.21 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.09 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，レコード

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.05.18 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)
2007.03.16 拒絶査定
2007.05.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，レコード

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.05.18 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)
2007.03.16 拒絶査定
2007.05.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，レコード

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.05.18 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)
2007.03.16 拒絶査定

07,09

【07】圧縮成形機，押出成形機，射出成形機，プラスチック用金型，その他のプラスチック加
工機械器具
【09】アンテナ，接続器，蓄電器，抵抗器，配線盤，変成器，その他の電気通信機械器具，
集積回路，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］
2006.05.18 願書
2006.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.29 意見書
2007.01.30 手続補足書
2007.02.27 認定･付加情報
2007.03.07 拒絶査定

09

【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，燃 【中間記録情報】
［審査］
料電池その他の電池，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
2006.05.18 願書
2006.12.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.14 拒絶査定

09,41

【09】インターネットによるダウンロード可能な映像，インターネットによるダウンロード可能 【中間記録情報】
な音声・音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，録音済みのコンパクトディスク， ［審査］
録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ
2006.05.08 願書
2006.06.07 認定･付加情報
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナー・シンポジウム・ワークショップ・フォーラム・
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
会議・講演会・講習会・研修会・講座の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提
項16号)
供，電子出版物をも含めた書籍等の出版物の制作及びこれらに関する情報の提供
2007.03.09 拒絶査定

通常 2006-045225

通常:
2006-045348
標準

通常:
2006-045349
標準

通常:
2006-045350
標準

通常 2006-045396

通常 2006-045552

通常:
2006-045684
標準

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

中間記録

07
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No.

137

138

139

商標（見本）

商標

ワンキースリーロック

バィブ振動針

ＵＤフォント

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【06】錠前、錠装置、鍵

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.12.08 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))
2007.03.16 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 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)
2007.03.30 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］
2006.05.19 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.08 拒絶査定
2007.03.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-045790

通常 2006-045796

通常:
2006-045853
標準

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

中間記録

06
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09

140

イワタＵＤフォント

通常:
2006-045854
標準

05,10,44

141

ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ

通常:
2006-045952
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】フォント用コンピュータプログラム

中間記録

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.22 手続補正書
2007.01.22 認定･付加情報
2007.01.22 意見書
2007.01.22 認定･付加情報
2007.01.23 手続補足書
2007.01.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.20 認定･付加情報
2007.02.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.28 拒絶査定
2007.04.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.01 手続補足書
2007.05.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.25 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.06.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.28 登録料納付
2008.02.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.03 登録査定書
2007.12.28 設定納付書
2008.01.22 登録証
【05】漂白用歯科用剤，その他の薬剤，歯科用油紙，歯科用材料，義歯安定剤
【中間記録情報】
【10】歯科用機械器具，歯の漂白用の薬剤を所要部に滞留させるためのマウスピース及び ［審査］
そのマウスピースを保存するプラスチック製容器
2006.05.19 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【44】歯の漂白
2007.01.10 意見書
2007.01.10 手続補足書
2007.01.10 代理人受任届
2007.01.15 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定
2007.05.01 手続補足書
2007.07.02 手続補正書(方式)
2008.02.19 登録料納付
［登録］
2008.02.06 登録査定書
2008.02.19 設定納付書
2008.03.18 登録証
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

142

ＢｒｏａｄｂａｎｄＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｏｒ

通常:
2006-045969
標準

09,42

143

Ｂｒｏａｄｂａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｏｒ

通常:
2006-045970
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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.24 意見書
2007.03.09 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
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.24 意見書
2007.03.09 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（機械）２００７．０３.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】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
【09】写真複写機，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，業務用テレビゲーム機，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，測定機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びそ
の部品，ロケット，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，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.12.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.24 意見書
2007.03.09 拒絶査定

09,38

【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，電気通信機械器
具，電子応用機械器具及びその部品
【38】移動体電話による通信，電子計算機端末による通信，無線呼出し

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.27 拒絶査定

19

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.26 拒絶査定

11

【11】業務用電子レンジ，その他の業務用加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用 【中間記録情報】
食器消毒器，電子レンジ，その他の家庭用電熱用品類
［審査］
2006.05.24 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)
2007.01.30 意見書
2007.03.02 拒絶査定

09,42

144

ブロードバンドコミュニケータ

通常:
2006-045971
標準

09

145

146

147

148

Ｃａｒｔｒｉｄｇｅ ＰＣ

マルチメディア端末

ロックシェル

０．３秒センサー方式＼あたた
め上手

通常:
2006-046731
標準

通常:
2006-046934
標準

通常:
2006-047312
標準

通常 2006-047649

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.05.09 願書
2006.05.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.09 手続補正指令書(出願)
2006.07.04 手続補正書(方式)
2006.08.10 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.17 意見書
2007.02.23 認定･付加情報
2007.03.09 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

149

150

151

152

商標（見本）

商標

§ぬくぬくブランケット

デシカント エアコン

アコーディオンリブ

ガラエポフレキシブル基板

種別 出願番号

区分

ニューマルチ－Ｘ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.16 拒絶査定

11

【11】業務用暖冷房装置，家庭用暖冷房装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.19 意見書
2007.03.06 拒絶査定

19

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構
築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又
は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，
建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガ
ラス，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］
2006.05.25 願書
2006.05.25 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)
2007.01.12 意見書
2007.03.02 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.12.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

【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］
2006.05.26 願書
2007.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.19 意見書
2007.03.14 拒絶査定

通常 2006-047772

通常 2006-047898

通常:
2006-047933
標準

通常:
2006-047985
標準

通常:
2006-048396
標準

06
154

ベストフロア

通常:
2006-048455
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】車両用電気毛布

09

153

指定商品・役務

11
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.05.26 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.22 意見書
2007.01.22 認定･付加情報
2007.03.16 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

155

156

157

158

商標（見本）

商標

ＦＩＮＥ ＦＩＤＥＬＩＴＹ

研修君

ＬＥＳＳ ＴＨＡＮ ＺＥＲＯ

ＶｏＷｉ－Ｆｉ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品

09

【09】写真機械器具，映像機械器具，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】
具及びその部品，教育用映像周波機械器具，教育用音声周波機械器具，その他の教育 ［審査］
2006.05.29 願書
用視聴覚機械器具
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.19 意見書
2007.03.05 拒絶査定
2007.04.10 手続補正書(方式)
2007.11.15 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］
2007.11.05 登録査定書
2007.11.15 設定納付書
2007.12.04 登録証

09,41

【09】レコード，録音済みビデオディスク及びビデオテープ，インターネットを通じてダウン
ロード可能な音楽及び映像
【41】レコード原盤の制作，インターネットを利用した映像・音楽の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 意見書
2007.02.23 認定･付加情報
2007.02.23 手続補足書
2007.03.27 認定･付加情報
2007.03.29 拒絶査定

09,38,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.01 願書
2006.06.01 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)
2007.03.09 拒絶査定

通常:
2006-048682
標準

通常:
2006-048860
標準

通常:
2006-049149
標準

通常:
2006-050546
標準

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

中間記録

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.27 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

159

160

161

162

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

防災ネット

田んぼの浄水機

09

【09】自動販売機

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.20 願書
2006.06.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.30 手続補正指令書(出願)
2006.06.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.22 手続補正書(方式)
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.27 手続補正書
2006.12.27 意見書
2007.02.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.02.08 認定･付加情報
2007.02.08 認定･付加情報
2007.02.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.03.02 拒絶査定
2007.03.31 手続補正書
2008.11.07 出願却下処分書(登録)

09

【09】自動販売機

07,11

【07】浄水装置，業務用浄水機
【11】浄水機，浄水装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.20 願書
2006.06.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.27 手続補正書
2006.12.27 意見書
2007.02.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.02.08 認定･付加情報
2007.02.08 認定･付加情報
2007.02.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.03.02 拒絶査定
2007.03.31 手続補正書
2008.11.07 出願却下処分書(登録)
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2007.01.30 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))
2007.02.19 手続補正書
2007.02.19 意見書
2007.03.06 拒絶査定

通常 2006-050888

通常 2006-050889

通常:
2006-050980
標準

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

中間記録

【12】自動車並びにその部品及び付属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附 【中間記録情報】
［審査］
属品
2006.05.19 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

スタイリッシュカバーズ＼ＳＴＹＬＩ
通常 2006-050851
ＳＨ ＣＯＶＥＲＳ

防犯ネット

指定商品・役務

12
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

163

164

165

166

167

168

商標（見本）

商標

ＳＰＤＬ

ＳＰＤＬ２

ＳＰＤＬ―ｃ

ＳＰＤＬ２―ｃ

ハイボリュームツインボトル

宝石岩盤浴

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［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
2006.06.05 願書
2007.02.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.16 意見書
2007.03.27 拒絶査定

09

【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具
2006.06.05 願書
2007.02.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.16 意見書
2007.03.27 拒絶査定

09

【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具
2006.06.05 願書
2007.02.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.16 意見書
2007.03.27 拒絶査定

09

【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具
2006.06.05 願書
2007.02.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.16 意見書
2007.03.27 拒絶査定

02,09

【02】トーナー，顔料，塗料，印刷インキ，絵の具
【中間記録情報】
【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 ［審査］
2006.06.05 願書
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
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 意見書
2007.03.27 拒絶査定

10

【10】天然鉱石を使用した遠赤外線治療器，医療用機械器具

通常:
2006-051685
標準

通常:
2006-051686
標準

通常:
2006-051687
標準

通常:
2006-051688
標準

通常:
2006-051689
標準

通常:
2006-052204
標準

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

中間記録

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.06.07 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 意見書
2007.02.06 認定･付加情報
2007.03.07 拒絶査定
2007.03.20 手続補足書
2007.06.08 手続補正書
2007.06.08 手続補足書
2008.06.02 登録料納付
［登録］
2008.05.07 登録査定書
2008.06.02 設定納付書
2008.06.17 登録証

2008/12/11
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

169

170

171

172

173

商標（見本）

商標

宝石セラピー

種別 出願番号

区分

ｉ－Ｕ

水銀柱イメージデジタル

09

【09】コンタクトレンズ，コンタクトレンズ用容器，その他の眼鏡並びに眼鏡の部品及び附属 【中間記録情報】
［審査］
品
2006.06.06 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.07 手続補正書
2007.03.07 意見書
2007.03.16 拒絶査定

11,21

【11】吸盤付シャワー器具，吸盤付洗面所用消毒剤ディスペンサー
【中間記録情報】
【21】吸盤付石けん受け，吸盤付歯ブラシ立て，吸盤付タオル掛け，吸盤付小物掛け，吸盤 ［審査］
付コップ立て，吸盤付ひげそりホルダー，吸盤付トイレットペーパーホルダー
2006.06.07 願書
2006.06.07 認定･付加情報
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))
2007.03.02 拒絶査定

11

【11】便所ユニット，浴室ユニット，浴槽類

10

【10】血圧計，脈拍計，その他の医療用機械器具，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.06.13 願書
ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のもの
を除く。），業務用美容マッサージ器，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人 2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
用便器，耳かき
2007.03.06 意見書
2007.03.16 拒絶査定
2007.06.22 手続補正書(方式)
2007.09.26 登録料納付
［登録］
2007.09.14 登録査定書
2007.09.26 設定納付書
2007.10.23 登録証

通常:
2006-052205
標準

通常:
2006-052975
標準

通常 2006-053189

通常:
2006-054657
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】天然鉱石を使用した遠赤外線治療器，医療用機械器具

ニューブラック＼ＮＥＷ ＢＬＡＣ
通常 2006-052255
Ｋ

エコ吸盤

指定商品・役務

10
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.06.07 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 意見書
2007.02.06 認定･付加情報
2007.03.07 拒絶査定
2007.03.20 手続補足書
2007.06.08 手続補正書
2007.06.08 手続補足書
2008.06.02 登録料納付
［登録］
2008.05.07 登録査定書
2008.06.02 設定納付書
2008.06.17 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.05 意見書
2007.03.13 拒絶査定

2008/12/11
40／51

３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

174

シェアードワールド

通常:
2006-054676
標準

09,11,32,40

175

176

177

最上清流

ＭＱ１０診断

ＳＱ１０シート

指定商品・役務
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相
機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械
器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，録音済
みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード，電子楽器
用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，電子計算機
用マウスパッド，電子計算機用マウス，コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・
磁気テープ・その他の記録媒体，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具
及びその部品，電子出版物，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機用の
プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・
デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ及び磁気テープ，業務用テレビゲーム機，スロットマ
シン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，電気アイロン，
電気式ヘアカーラー，電気ブザー，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式
の道路標識，鉄道用信号機，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，事故防護用手
袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，消防艇，消防車，自
動車用シガーライター，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，溶接マス
ク，磁心，抵抗線，電極，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させ
た電子回路・ＲＯＭカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気
テープ，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，映写フィルム，スライドフィルム，スライ
ドフィルム用マウント，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式
ゲート，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動
計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカード
【09】水の量り売り自動販売機
【11】家庭用浄水器，業務用浄水機
【32】清涼飲料
【40】浄水装置の貸与

通常:
2006-054719
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］
2006.06.13 願書
2006.06.21 認定･付加情報
2006.12.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 代理人受任届
2007.03.07 意見書
2007.03.20 拒絶査定
2007.05.18 手続補正書
2007.05.18 手続補足書
2008.04.08 登録料納付
［登録］
2008.03.14 登録査定書
2008.04.08 設定納付書
2008.05.13 登録証

09

【09】レコード，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物（電気通信回線を通じてダウ 【中間記録情報】
ンロードにより販売されるものを含む。），コンピュータソフトウェア，記録済みコンピュータプ ［審査］
ログラム，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により販売される 2006.06.13 願書
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，新聞・雑誌・書籍・地図・ 2006.06.14 認定･付加情報
図面・写真の画像・文字情報を記録させた磁気テープ・磁気カード・磁気シート・磁気ディス 2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ク・光ディスク・電子回路
項16号)
2007.03.05 意見書
2007.03.05 認定･付加情報
2007.03.13 拒絶査定

09

【09】レコード，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物（電気通信回線を通じてダウ 【中間記録情報】
ンロードにより販売されるものを含む。），コンピュータソフトウェア，記録済みコンピュータプ ［審査］
ログラム，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により販売される 2006.06.13 願書
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，新聞・雑誌・書籍・地図・ 2006.06.14 認定･付加情報
図面・写真の画像・文字情報を記録させた磁気テープ・磁気カード・磁気シート・磁気ディス 2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ク・光ディスク・電子回路
項16号)
2007.03.05 意見書
2007.03.05 認定･付加情報
2007.03.13 拒絶査定

通常:
2006-054832
標準

通常:
2006-054834
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 願書
2006.06.14 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)
2007.03.19 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

178

179

180

181

182

商標（見本）

商標

ＵＯウェルダー

Ｐｏｗｅｒ ｏｆ Ｑｕａｌｉｔｙ

新生ポリカ波板

Ｇ－ＴＷＩＮ ＢＲＥＡＫＥＲ

フレックスゲート

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【07】金属加工機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.06 意見書
2007.03.07 認定･付加情報
2007.03.16 拒絶査定
2007.06.26 手続補正書(方式)
2008.04.08 登録料納付
［登録］
2008.03.22 登録査定書
2008.04.08 設定納付書
2008.05.02 登録証

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，開閉器・継電器・遮断器・配電盤・避雷器・変圧器・リアクトルその他の配電用又は制御
用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気ア
イロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電力系統の制御用の電気通信機械器具その他
の電気通信機械器具，電力系統の制御用の電子計算機その他の電子応用機械器具及び
その部品，電力系統の制御機器用の表示装置，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］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
2007.01.30 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))
2007.03.09 意見書
2007.03.09 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定
2007.06.20 手続補正書
2008.04.11 手続補足書
2008.07.09 登録料納付
［登録］
2008.06.11 登録査定書
2008.07.09 設定納付書
2008.08.12 登録通知書

19

【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 意見書
2007.03.05 認定･付加情報
2007.03.16 拒絶査定

09

【09】配電用又は制御用の遮断器

09

【09】電子応用機械器具及びその部品，電動式扉自動開閉装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.08 意見書
2007.03.08 認定･付加情報
2007.03.20 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.11.17 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.15 意見書
2007.02.15 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定

通常:
2006-055644
標準

通常:
2006-055647
標準

通常 2006-055688

通常:
2006-055711
標準

通常 2006-055719

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

中間記録

07
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

183

184

185

186

187

商標（見本）

商標

ほかほかパン

Ｕシール

ユーシール

ペットクーラー

クールスポットペイブ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】家庭用電熱用品類，電球類及び照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 意見書
2007.03.20 拒絶査定

06,07,17

【06】金属製メカニカルシール
【07】鉱石用粉砕機及びその附属品，化学機械器具
【17】メカニカルシール

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
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))
2006.12.28 手続補正書
2006.12.28 手続補足書
2006.12.28 意見書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.01.04 認定･付加情報
2007.02.01 認定･付加情報
2007.03.09 拒絶査定

06,07,17

【06】金属製メカニカルシール
【07】鉱石用粉砕機及びその附属品，化学機械器具
【17】メカニカルシール

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
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))
2006.12.28 手続補正書
2006.12.28 手続補足書
2006.12.28 意見書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.01.04 認定･付加情報
2007.02.01 認定･付加情報
2007.03.09 拒絶査定

11,20

【11】暖冷房装置
【20】愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥巣箱

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
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
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

19

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，セメント，コンクリート製舗装ブロック，その 【中間記録情報】
［審査］
他のセメント製品又はコンクリート製品
2006.06.16 願書
2007.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.12 意見書
2007.03.20 拒絶査定

通常:
2006-055723
標準

通常:
2006-055907
標準

通常:
2006-055908
標準

通常 2006-056067

通常:
2006-056410
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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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

188

189

190

191

192

193

商標（見本）

商標

月経血検査

甘デジ

自販機セルフ

傷だらけの＼天使

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【05】治療用薬剤，臨床検査用薬剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【10】診断用機械器具，治療用機械器具，その他の医療用機械器具
［審査］
【16】印刷物
2006.06.16 願書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，インターネットを利用した医療情報の提供，栄養 項16号)
の指導
2007.03.27 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン
【28】遊戯用器具

09

【09】理化学機械器具，測定機械器具，電子応用機械器具及びその部品，ガソリンステー 【中間記録情報】
ション用装置，盗難警報器，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，硬貨 ［審査］
の計数用又は選別用の機械
2006.06.19 願書
2006.06.19 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 意見書
2007.02.06 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン，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，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 ［審査］
2006.06.20 願書
面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用自
2006.11.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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
第4条1項11号)
2007.03.28 拒絶査定
【28】ぱちんこ器具，その他の遊技用器具，ビリヤード用具，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，運動用具

10,28

【10】医療用サポータ
【28】運動用テーピングサポータ、その他の運動用具

10

【10】業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器，しびん，病人 【中間記録情報】
［審査］
用便器
2006.06.22 願書
2006.06.22 認定･付加情報
2007.03.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.05 意見書
2007.03.05 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定

通常 2006-056454

通常:
2006-056664
標準

通常:
2006-056809
標準

通常 2006-057277

アイシング テープ＼ＩＣＩＮＧ Ｔ
通常 2006-057376
ＡＰＥ

ヒューマンケア

通常:
2006-058171
標準

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

中間記録

05,10,16,42,44
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.19 願書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 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)
2007.03.02 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28

194

ハネデジ

196

197

198

199

楽椅子

森林哲学

ダークマルーン

ピュアウォールナット

ナチュラルメープル

09,16,41

【09】電子出版物
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.23 願書
2006.06.28 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)
2007.03.16 拒絶査定

19,20

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ 【中間記録情報】
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっく ［審査］
い，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料， 2006.06.23 願書
2006.06.23 認定･付加情報
建造物組み立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，石材，建築
用ガラス，建具（金属製のものを除く。），鉱物性基礎材料
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定
【20】きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），洗面化粧台，その他の家具

19,20

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ 【中間記録情報】
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっく ［審査］
い，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料， 2006.06.23 願書
2006.06.23 認定･付加情報
建造物組み立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，石材，建築
用ガラス，建具（金属製のものを除く。），鉱物性基礎材料
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
【20】きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），洗面化粧台，その他の家具
2007.03.30 拒絶査定
2007.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

19,20

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ 【中間記録情報】
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっく ［審査］
い，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料， 2006.06.23 願書
2006.06.23 認定･付加情報
建造物組み立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，石材，建築
用ガラス，建具（金属製のものを除く。），鉱物性基礎材料
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定
【20】きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），洗面化粧台，その他の家具

通常:
2006-058228
標準

通常 2006-058385

通常:
2006-058617
標準

通常:
2006-058876
標準

通常:
2006-058877
標準

通常:
2006-058878
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］
2006.06.22 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)
2007.03.05 拒絶査定
2007.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

10,20
195

指定商品・役務
【09】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－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－Ｒ
ＯＭ及びＤＶＤ，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－ＲＯＭ及びＤＶＤ，ダウンロード若しくはインストール可能な電子計算機用プログラム，
ダウンロード若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
ロード若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，ダウンロード若しく
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，ダウンロード若しくは
インストール可能な携帯電話機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，
業務用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－ＲＯＭ及びＤＶＤ，その他の業務用ビデオゲーム機，スロットマシン
【28】携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，その他のおもちゃ，ぱちんこ器具，その他の遊戯用
【10】身体を振ったり、回したりして筋肉のほぐしと骨格矯正する健康具又は運動具
【20】椅子
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.30 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
12,35,39,42

200

Ｓｕｂ－ｆｕｅｌ＼サブ フューエル 団体 2006-059312

09

201

ＷＡ

Ｓｏｕｎｄ Ｃａｐｔｕｒｅ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.26 願書
2006.12.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.02 拒絶査定

通常 2006-059514

09,28,41

202

指定商品・役務
【12】天然ガス自動車，自動車並びにその部品及び付属品，陸上の乗物用の動力機械（そ
の部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動
機（その部品を除く。）
【35】天然ガス自動車の普及のための宣伝広告，天然ガス自動車の普及のための販売促
進に関する情報の提供
【39】地域暖冷房の供給，熱電併給システムによる熱の供給，ガスの供給，天然ガス・液状
天然ガスの供給，電気の供給，水の供給，熱の供給，鉄道による輸送，車両による輸送，
道路情報の提供，自動車の運転の代行，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸
し，引越の代行，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，倉
庫の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，自動車の貸与，機械式
駐車装置の貸与，冷凍機械器具の貸与
【42】天然ガス自動車の開発に関する調査・研究，天然ガス自動車に関する技術情報の提
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具およびその部品

通常 2006-060351

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】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，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，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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2006.06.27 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.22 意見書
2007.03.23 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.22 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19,37,42

203

耐震リモデル

通常:
2006-062004
標準

19,37,42

204

制震リモデル

通常:
2006-062006
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
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構
築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又
は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，
建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガ
ラス，建具（金属製のものを除く。），鉱物性基礎材料
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築工事に関する助言，建築設備の運転，浄水装置の修理又は保守，暖冷房装置の
修理又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電
子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。）の修理又は保守，家具の修理，加熱器
の修理又は保守，錠前の取付け又は修理，洗浄機能付き便座の修理，浴槽類の修理又
は保守，畳類の修理
【42】建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）
又はこれらにより構成される設備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設
計・作成又は保守，電子計算機・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，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，機械器具に関する試験又は研究，
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構
築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又
は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，
建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガ
ラス，建具（金属製のものを除く。），鉱物性基礎材料
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築工事に関する助言，建築設備の運転，浄水装置の修理又は保守，暖冷房装置の
修理又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電
子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。）の修理又は保守，家具の修理，加熱器
の修理又は保守，錠前の取付け又は修理，洗浄機能付き便座の修理，浴槽類の修理又
は保守，畳類の修理
【42】建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）
又はこれらにより構成される設備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設
計・作成又は保守，電子計算機・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，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，機械器具に関する試験又は研究，
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.04 願書
2006.07.04 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)
2007.03.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.04 願書
2006.07.04 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)
2007.03.16 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,36,38,42

205

バーチャルアセットマネジメント

通常:
2006-062090
標準

09,17,41,45

206

ぼうはん本舗

通常:
2006-062755
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
【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
【09】防犯用監視カメラ，防犯警報装置，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
【17】プラスチック基礎製品，ポリエステルシート，雲母，ゴム製又はバルカンファイバー製
のバルブ（機械要素に当たるものを除く。），ガスケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.04 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.27 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.05 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)
2007.03.13 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,37,42

207

リモート点検サービス

通常:
2006-062918
標準

10,25,28
208

209

210

脚トレシューズ

自販機式セルフ計量機

琥珀

通常:
2006-064452
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.11 願書
2006.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.28 拒絶査定

09

【09】理化学機械器具，測定機械器具，電子応用機械器具及びその部品，ガソリンステー 【中間記録情報】
ション用装置，盗難警報器，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，硬貨 ［審査］
2006.07.11 願書
の計数用又は選別用の機械
2006.07.11 認定･付加情報
2007.03.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.14 意見書
2007.03.14 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定

11,14

【11】電球類及び照明用器具
【14】キーホルダー・根付

通常:
2006-064496
標準

通常 2006-065291

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.07.06 願書
2006.07.06 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)
2007.03.16 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.13 願書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.16 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（機械）２００７．０３.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

03,09,16,25,28,32,3 【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，塗料用剥離剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん ［審査］
5,38,41

211

§ＡＬＶＡ＼アルヴァ

通常 2006-066330

09,16,28,41

212

サイエンスマスター

通常:
2006-066431
標準

10,14
213

ミラクルゲルマ

通常:
2006-067090
標準
09,28

214

ＣＲ遊べる

粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨
き，化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食品
香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，
つけまつ毛
【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，硬貨の計算用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
器，ガス漏れ警報器，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
【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，定期的に刊行される電子出版物
【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
【10】貼付式つぼ刺激具，その他の医療用機械器具
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具

2006.07.04 願書
2006.07.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.01 手続補正指令書(出願)
2006.09.28 認定･付加情報
2006.12.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.16 拒絶査定

【09】スロットマシン
【28】遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.19 願書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.09 拒絶査定

通常:
2006-067309
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］
2006.07.14 願書
2006.07.18 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)
2007.03.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.19 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.13 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（機械）２００７．０３.xls
No.

215

216

商標（見本）

商標

ＱＵＩＣＫ ＳＥＴ ＵＰ ＫＩＴ

ＳＵＥＺ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

07

区分

【07】自動車用及び単車用エンジン性能向上キット，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.21 願書
2006.08.16 優先権証明書提出書
2006.09.14 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))
2007.02.01 手続補正書(方式)
2007.02.01 手続補正書
2007.02.01 意見書
2007.02.01 手続補足書
2007.03.02 認定･付加情報
2007.03.02 認定･付加情報
2007.03.19 拒絶査定
2007.06.13 手続補足書
2008.06.12 登録料納付
2008.06.24 出願取下書

09

【09】インターネット及びネットワークセキュリティ用コンピュータソフトウェア

優先:
2006-068330
標準

優先:
2006-069814
標準

03,05,11

217

じめじめ臭

通常:
2006-071964
標準

09

218

アイディー

分割:
2006-074445
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］
2006.07.26 願書
2006.08.16 優先権証明書提出書
2006.09.14 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.20 拒絶査定
【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］
2006.08.01 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，芳香
2006.08.02 認定･付加情報
剤，消臭芳香剤，その他の香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，
つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【05】消臭剤（工業用及び身体用のものを除く。），芳香消臭剤（工業用及び身体用のものを 項16号)
除く。），防臭剤（身体用のものを除く。），芳香防臭剤（身体用のものを除く。），脱臭剤（工 2007.03.07 意見書
業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセ 2007.03.08 認定･付加情報
2007.03.16 拒絶査定
ル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ば
んそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取 2007.06.18 手続補正書(方式)
り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
2008.03.05 登録料納付
【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 2008.06.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 ［登録］
2008.02.06 登録査定書
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
2008.03.05 設定納付書
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
2008.03.31 登録証
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，家庭用電気式または電池式芳香器，家庭用電気式または電池式消臭器，家庭用電気
式または電池式芳香消臭器，家庭用電気式または電池式脱臭器，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
【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車 【中間記録情報】
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 ［審査］
消火装置，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又 2006.08.09 願書
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 2006.08.09 認定･付加情報
2006.09.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，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（「テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周 条1項11号を除く))
2006.11.02 意見書
波機械器具」を除く。），電子応用機械器具及びその部品，スロットマシン，レコード，メトロ
2006.11.02 認定･付加情報
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
2007.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.29 拒絶査定
2007.06.18 手続補正書
2008.10.21 意見書
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No.

219

220

商標（見本）

商標

イオン温泉

種別 出願番号

区分

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

中間記録

【10】家庭用美容マッサージ器，業務用美容マッサージ器，美容療法用レーザー装置
【中間記録情報】
【44】美顔のための美容，美顔のための美容に関する情報の提供，美顔のための美容に ［審査］
関する指導及び助言，肌の手入れに関する情報の提供，肌の手入れに関する指導及び助 2006.07.26 願書
2006.10.18 職権訂正履歴(職権訂正)
言，化粧品の選択又は使用法に関する情報の提供，化粧品の選択又は使用法に関する
指導及び助言，理容，理容に関する情報の提供，理容に関する指導及び助言，アロマテラ 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条各号+その他(第4
ピーの提供，アロマテラピーの提供に関する情報の提供，アロマテラピーの提供に関する
条1項11号を除く))
指導及び助言，エステティック美容
2006.11.08 手続補正書
2006.11.08 意見書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.03.09 拒絶査定
2008.06.10 登録料納付
［登録］
2008.05.19 登録査定書
2008.06.10 設定納付書
2008.07.22 登録証

06,09,16,18,20

【06】金属製金具
【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】文房具類
【18】かばん類，袋物
【20】家具

分割 2006-074673

モバイルロックキット＼ＭＯＢＩＬ
通常 2006-075459
Ｅ ＬＯＣＫ ＫＩＴ

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.08.11 願書
2006.08.11 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.20 意見書
2007.03.20 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定

