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今月の３条拒絶査定レポート

※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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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11,17,19

1

モールダクト

通常:
2004-077790
標準

09

2

ＩＮＳＴＡＮＴ ＯＦＦ＼インスタント
通常 2004-106435
オフ

09

3

デスクトップシアター＼ＤＥＳＫＴ
通常 2005-040830
ＯＰＴＨＥＡＴＥＲ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】暖冷房装置用管，ルームクーラー用管，暖冷房装置用配管保護カバー，ルームクー 【中間記録情報】
ラー用配管保護カバー
［審査］
【17】プラスチック基礎製品，プラスチック管，プラスチック管用保護カバー
2004.08.24 願書
2004.08.31 認定･付加情報
【19】上水道・簡易水道用プラスチック製配管材料，プラスチック製ガス管，プラスチック製
給油管，プラスチック製給水・給湯管，プラスチック製配管保護カバー，その他プラスチック 2005.04.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
製建築専用材料
2005.04.13 手続補正書
2005.04.13 意見書
2005.04.13 認定･付加情報
2005.04.14 認定･付加情報
2005.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.13 拒絶査定
【09】液晶プロジェクター及びその部品・付属品，電子応用機械器具及びその部品，電気通 【中間記録情報】
信機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，配電用又は制御用の機械器 ［審査］
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，測定機械器具，理 2004.11.19 願書
化学機械器具，コンタクトレンズ，その他の眼鏡，電子出版物，録音済みのコンパクトディス 2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ク，その他のレコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回 条1項11号を除く))
路及びＣＤ－ＲＯＭ，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画 2005.10.04 手続補正書
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，スロットマシン， 2005.10.04 意見書
2007.04.13 拒絶査定
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，文字・画像・音声を記憶させたＣＤ－ＲＯＭ（録音済みのコンパクトディスクを
除く。），加工ガラス（建築用のものを除く。），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，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，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命
用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス
漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角
標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，電動式扉自動開閉装置，乗物運
転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，電気アイロン，電気式ヘア
カーラー，電気ブザー，磁石，永久磁石，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
【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
［審査］
部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具
2005.05.11 願書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.17 意見書
2007.04.10 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

4

携帯万能

通常:
2005-045890
標準

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，
手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチ
カードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自
動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，
消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗
難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又
は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装
置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器
具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の
機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロ
ン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，防じんマス
ク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶
画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシ
ン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き
板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた
電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マ
ウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技...
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.02.08 代理人辞任届
2006.03.06 手続補正書
2006.03.06 意見書
2006.03.08 代理人受任届
2006.03.09 手続補正書
2006.03.09 手続補足書
2006.04.28 通知書(再提出通知)
2006.04.28 代理人受任届
2006.05.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.06.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.02 通知書(再提出通知)
2007.04.09 拒絶査定
2007.07.11 手続補正書
2007.07.11 上申書
2007.07.11 手続補足書
2007.07.17 手続補正書
2007.07.17 手続補正書
2007.07.17 手続補足書
2008.04.23 登録料納付
［登録］
2008.04.10 登録査定書
2008.04.23 設定納付書
2008.05.20 登録証
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10,25

5

ショール フライトソックス

指定商品・役務
【10】医療用段階状圧迫型靴下，その他の医療用圧迫型靴下，医療用靴下，外科治療用
靴下，医療用パッド
【25】靴下，ストッキング，ソックス

通常:
2005-045966
標準

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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2005.05.27 認定･付加情報
2005.11.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.30 手続補正書
2006.01.30 意見書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.01.31 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.07.05 期間延長請求書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.08.04 意見書
2006.08.04 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定
2007.07.03 手続補正書(方式)
2007.09.06 手続補正書
2008.03.18 手続補正書
2008.05.29 手続補正書
2008.05.29 期間延長請求書
2008.05.30 認定･付加情報
2008.06.02 手続補正書
2008.06.02 登録料納付
2008.06.02 通知書(再提出通知)
2008.06.10 認定･付加情報
［登録］
2008.04.30 登録査定書
2008.06.02 設定納付書
2008.07.15 登録証
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No.

商標（見本）

6

7

商標

ＳＣＨＯＬＬ ＦＬＩＧＨＴ ＳＯＣＫＳ

エコパッド＼ＥＣＯＰＡＤ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【10】医療用段階状圧迫型靴下，その他の医療用圧迫型靴下，医療用靴下，外科治療用
靴下，医療用パッド
【25】靴下，ストッキング，ソックス

07

【07】化学機械器具用吸着パッド，包装用機械器具用吸着パッド，プラスチック加工機械器 【中間記録情報】
［審査］
具用吸着パッド，半導体製造装置用吸着パッド，ゴム製品製造機械器具用吸着パッド
2005.05.26 願書
2005.05.26 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.08 手続補正書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.08 意見書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2006.04.26 手続補正書
2006.04.26 意見書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.04.27 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定
2008.01.10 登録料納付
［登録］
2007.12.19 登録査定書
2008.01.10 設定納付書
2008.01.29 登録証
2008.02.01 登録証(再発行)

通常:
2005-045967
標準

通常 2005-046481

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

10,25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2005.05.30 認定･付加情報
2005.11.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.30 手続補正書
2006.01.30 意見書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.01.31 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.07.05 期間延長請求書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.08.04 意見書
2006.08.04 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定
2007.07.03 手続補正書(方式)
2007.09.06 手続補正書
2007.09.06 手続補足書
2008.03.18 手続補正書
2008.05.29 手続補正書
2008.05.29 期間延長請求書
2008.05.30 認定･付加情報
2008.06.02 手続補正書
2008.06.02 登録料納付
2008.06.02 通知書(再提出通知)
2008.06.10 認定･付加情報
［登録］
2008.04.30 登録査定書
2008.06.02 設定納付書
2008.07.15 登録証
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No.

商標（見本）

8

9

10

商標

プラスレピータ

ＮＡＺＣＡ＼ナスカ

エコタウンエネルギーシステム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

09

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具

19

【19】プラスチック製床材，合成建築専用床材，木製床材

07,09,39

【07】バイオマス利用によるガス発生装置，バイオマス利用による発電装置，コージェネレー
ション機能を備えた発電機，ガスエンジン（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く），
金属加工機械器具，風水力機械器具，修繕用機械器具，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装
置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機
（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電機ブラシ
【09】燃料電池及びその部品，燃料電池発電装置，充電式燃料電池，金属を陽極として利
用するあるいはアルカリ液を電解質として利用する燃料電池，陽子交換膜型燃料電池，そ
の他の燃料電池，燃料電池スタック，燃料電池用変換部品，圧縮天然ガスステーション用
装置，燃料電池を含む電気化学式電力発生機，ガス不完全燃焼報知器，熱供給に際して
使用した熱を熱媒の流量と出入りの温度差から測定するための装置，アーク溶接機，金属
溶断機，電気溶接装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，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，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，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
【39】地域暖冷房の供給，熱電併給システムによる熱の供給，水素の供給，ガスの供給，
電気の供給，水の供給，熱の供給，水素・ガス・電気・水・熱の供給に関する情報の提供，
機械式駐車装置の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，冷凍機械器

通常:
2005-046522
標準

通常 2005-084550

通常:
2005-088919
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.26 願書
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.27 意見書
2006.01.27 手続補足書
2006.02.23 認定･付加情報
2007.04.17 拒絶査定
2007.05.15 手続補正書
2007.05.15 手続補足書
2007.12.21 登録料納付
［登録］
2007.12.18 登録査定書
2007.12.21 設定納付書
2008.01.15 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.31 手続補正書
2006.03.31 意見書
2006.05.11 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.24 手続補正書
2006.05.24 意見書
2006.05.26 手続補足書
2006.06.23 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,42

11

ひかりグリッド

通常:
2005-112889
標準

03,09,20,21

12

ＢＥＡＵＴＹＬＩＧＨＴ

優先:
2005-114012
標準

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

指定商品・役務
【09】電池，電気磁気測定器，光ケーブル・その他の電線及びケーブル，電気通信機械器
具，コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，通信ネットワークを通じてダウンロード
可能なコンピュータプログラム，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームお
もちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－
ＲＯＭ，録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク及び光ディスク，
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，通信ネットワーク
を通じてダウンロード可能な音楽，電子出版物，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，通信ネットワークを通じてダウンロード可能な映像
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）の設計，デザインの考案，コンピュー
タデータベースへのアクセスタイムの賃貸，電子商取引における利用者の認証，情報処理
システム（情報ネットワークを含む。）の設計・開発及びコンサルティング，電子計算機によ
る情報処理，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの
提供，インターネットにおける検索エンジンの提供，インターネットにおけるホームページの
作成，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，
情報処理装置及びコンピュータの貸与，デジタル写真・画像データを記憶・保存するコン
ピュータの記憶装置の記憶領域の貸与，データベースの検索を行うためのコンピュータプ
ログラムの提供，気象情報の提供，生物・物理・化学・医学等の科学に関する技術情報の
提供，工業所有権に関する情報の提供，法律・判決に関する情報の提供，公的年金に関
する情報の提供，社会保険に関する情報の提供，出版物の企画・編集に関する情報の提
【03】アフターシェーブ用剤，コロン，オードパルファム，オーデトワレ，精油，芳香料入りボ
ディクリーム，芳香料入りボディローション，芳香料入りジェル状化粧品，香水，その他の香
水類，口紅，リップライナー，リップグロス，メイキャップ用ファンデーション，固形おしろい，
粉おしろい，その他のおしろい，アイシャドウ，アイライナー，毛髪・まゆ毛・まつ毛用染毛
剤，マスカラ，コンシーラー，ほお紅，ブロンザー，化粧用ペンシル，つけまつ毛，つけまつ
毛用接着剤，ネイルエナメル，ネイルエナメル除去液，発汗抑制用化粧品，消臭効果を有
する化粧品，バスオイル，バス用ボディパウダー，バスソルト，バス用ジェル状化粧品，シャ
ワー用ジェル状化粧品，ボディクレンザー，ボディクリーム，皮膚の老化脂質剥離用のスク
ラブ剤を配合したボディ用洗浄剤，ボディローション，ボディソープ，ボディオイル，ボディパ
ウダー，スクラブ剤を配合してなるボディ用化粧品，ボディ用モイスチャライザー，クレンジ
ングローション，クレンジングクリーム，皮膚の老化脂質剥離用化粧品，ハンドクリーム，
シェービングフォーム，シェービング用クリーム，プレシェービングローション，ジェル状
シェービング用剤，化粧用クレンジングジェル，アイクリーム，ジェル状アイメイク用化粧品，
アイメイキャップリムーバー，フェイスクリーム，ジェル状洗顔料，洗顔ローション，顔のパッ
ク用化粧料，洗顔クレンザー，顔面用乳液，皮膚の老化脂質剥離用のスクラブ剤を配合し
た顔面用洗浄剤，顔面用化粧落とし用化粧品，顔面用モイスチャライザー，洗顔後でメイ
キャップの前に用いる化粧液，メイキャップ除去に使用する小型タオルに染み込ませた液
状顔面用クレンザー，しわ防止用クリーム・ローション・ジェル状化粧品，多過ぎる油分を除
去するための顔面用非薬用化粧品，非薬用皮膚保護用化粧品，皮膚の手入れ用のクリー
ム状・液状・ジェル状化粧品（医療用のものを除く。），ソルトからなるスクラブ剤を配合して
なる化粧品，日焼けした皮膚にみせるためのスキンクリーム・スキンローション・ジェル状化
粧品，たるんだ皮膚を引き締めるための化粧品，肌を明るくみせるための化...
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2007.01.11 伺い書
2007.01.19 伺い回答書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.24 拒絶査定
2008.09.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.01.27 優先権証明書提出書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.02.24 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.09.01 期間延長請求書
2006.09.01 認定･付加情報
2006.10.05 手続補正書
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.05 意見書
2006.10.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.10 手続補正書
2006.11.08 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.14 期間延長請求書
2007.02.19 認定･付加情報
2007.03.14 手続補正書
2007.03.14 意見書
2007.03.14 認定･付加情報
2007.03.14 認定･付加情報
2007.03.19 手続補足書
2007.04.17 認定･付加情報
2007.04.24 拒絶査定
2007.07.23 手続補正書
2007.07.23 手続補正書
2008.02.22 手続補正書
2008.04.11 登録料納付
［登録］
2008.03.13 登録査定書
2008.04.11 設定納付書
2008.05.13 登録証
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No.

13

14

15

16

商標（見本）

商標

ファイバーコート

ＷＯＯＤＬＩＧＨＴ＼ウッドライト

鍛冶宗匠

安芸佐伯杉

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【06】建築用又は構築用の植毛を施した金属板

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.11 手続補正書
2006.09.11 認定･付加情報
2006.09.11 認定･付加情報
2006.09.11 意見書
2007.04.06 拒絶査定
2007.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.30 手続補正書
2007.05.30 手続補足書
2007.12.27 登録料納付
2008.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.25 登録査定書
2007.12.27 設定納付書
2008.01.29 登録証

11

【11】電球類及び照明用器具，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 意見書
2006.08.25 手続補足書
2006.09.25 認定･付加情報
2007.04.04 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（刀剣類を除く。），手動工具，エッグスライサー（電気式のも
のを除く。），かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），
スプーン，チーズスライサー（電気式のものを除く。），フォーク，アイロン（電気式のものを
除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご，（手持ち工具に当たるものに
限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具に当たるものに限
る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュアセット，水中ナイ
フ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.09.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.05 手続補正書
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.05 意見書
2007.04.02 拒絶査定

19

【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ 【中間記録情報】
んが及び耐火物，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 ［審査］
2006.01.19 願書
専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建
築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製 2006.02.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.17 職権訂正通知書(職権訂正)
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
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその
製品，加工済木材，建築用木材，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属製のものを 項16号)
2006.09.29 意見書
除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除
く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプラ 2006.12.08 手続補正指令書(中間書類)
スチック製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。）， 2006.12.27 手続補正書(方式)
2007.02.08 認定･付加情報
航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製のも
のを除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除く。），石製郵便受け，建具（金属製のも 2007.04.06 拒絶査定
のを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金
属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のものを除く。），石製彫刻，コンクリート製彫

通常:
2005-117788
標準

通常 2005-117811

通常 2006-006404

通常 2006-008432

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

中間記録

06
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３条拒絶（機械）２００７．０４.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

03,06,09,14,16,18,2 【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］
5,34,36

17

Ｓａｉｎｔ－Ｐｅｔｅｒｓｂｏｕｒｇ

通常:
2006-012272
標準

19

18

ＧｒｅｅｎｓｔｏｎＥ

通常 2006-013818

09

19

ＭＩＣＲＯＳＣＡＮ

通常 2006-014920

19,20
20

波動乾燥

通常 2006-015231

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

のり，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
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，滑車，ばね，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航
路標識（発光式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽，ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，いかり，金属製ビッ
ト，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤロー
プ，金網，金属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，
金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受
け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製の
タオル用ディスペンサー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金
属製の可搬式家庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金
属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金
属製彫刻
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
【19】緑色岩を原材料に含むセメント及びその製品，緑色岩を原材料に含むコンクリートブ
ロック，緑色岩を原材料に含むれんが，緑色岩を原材料に含むかわら及びタイル（金属製
のものを除く。），緑色岩を原材料に含む床板，緑色岩を原材料に含む石綿セメント，緑色
岩を原材料に含む粘板岩，緑色岩を原材料に含むセメント製スラブ，緑色岩を原材料に含
むコンクリート，緑色岩を原材料に含む建築用補強材料（金属製のものを除く。），緑色岩を
原材料に含む格子細工品（金属製のものを除く。），緑色岩を原材料に含む建築用パネル
（金属製のものを除く。），緑色岩を原材料に含む石こう製の建築用又は構築用の専用材
料，緑色岩を原材料に含む石こうの板，緑色岩を原材料に含む羽目板（金属製のものを除
く。），緑色岩を原材料に含むブロック状土砂崩壊防止用植生板，緑色岩を原材料に含む
土砂崩壊防止用植生板，緑色岩を原材料に含む床用・壁用又は天井用の音響吸収材，緑
色岩を原材料に含む建築用又は構築用の砂，緑色岩を原材料に含む大梁（金属製のもの
を除く。）
【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾ
ン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレ
コーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付け
チェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救
命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガ
ス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三
角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動
式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレー
ター，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，バー
コード読み取り機，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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
【19】木材，建造物組立セット（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製の
ものを除く。），建具（金属製のものを除く。），可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），
飛び込み台（金属製のものを除く。）
【20】家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ，葬祭用具
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2006.02.14 願書
2006.02.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.21 期間延長請求書
2007.03.22 意見書
2007.03.22 手続補足書
2007.04.19 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.20 手続補正書
2006.11.20 認定･付加情報
2006.11.20 認定･付加情報
2006.11.20 意見書
2007.04.06 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.09 期間延長請求書
2007.02.08 手続補正書
2007.02.08 手続補足書
2007.02.08 意見書
2007.03.09 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.03 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０４.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】業務用テレビゲーム機，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，コンパクトディスクケース，メモリーカード，メモリーカード
ケース，マウスパッド，コンピュータプログラム，ダウンロード可能なコンピュータプログラ
ム，コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・
ＲＯＭカートリッジその他の記憶媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，サング
ラスその他の眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラ
ム，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電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭ
カートリッジその他の記憶媒体，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム，ダウンロー
ド可能な携帯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電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ
その他の記憶媒体，スロットマシン，録音済みコンパクトディスクその他のレコード，ダウン
ロード可能な音楽，ダウンロード可能な音声，映写フィルム，スライドフィルム，録画済みビ
デオディスク及びビデオテープ，ダウンロード可能な静止画像，ダウンロード可能な動画
像，ダウンロード可能な映像，電子出版物
【38】電子メールによる通信，電子掲示板による通信，その他の電気通信（放送を除く。），
通信ネットワークへの接続の提供，オンデマンド方式による音声・画像の伝送交換，放送
【41】通信を用いて行うゲームの提供，通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提
供，通信を用いて行うゲームの攻略に関する情報の提供，通信を用いて行うカラオケの提
供，娯楽施設の提供，テレビゲームイベントの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，
書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，通信を用いて行う
音楽・音声の提供，通信を用いて行う静止画像・動画像・映像の提供，通信を用いて行う映
【09】電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び
その他の記録媒体，電気計算機，電子計算機用プログラム，電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.14 意見書
2006.11.14 手続補足書
2006.11.14 手続補足書
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.14 手続補足書
2006.11.14 代理人受任届
2006.11.17 認定･付加情報
2006.11.17 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

【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
【38】商品販売及び商品・事業情報の提供のための電子計算機端末の通信ネットワークへ
の接続の提供，移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通
信，電報による通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，テレビジョン
放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，報道をするもの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
【09】電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び
その他の記録媒体，電気計算機，電子計算機用プログラム，電子出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2007.01.12 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))
2007.04.20 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.20 拒絶査定

09,38,41,42

21

アプリ・オン・デマンド

通常:
2006-016129
標準

09
22

ＩＮＴＥＲＮＡＬ ＳＯＦＴＷＡＲＥ

通常:
2006-016605
標準
09,38

23

年収１０００万円以下の人のた 通常:
2006-016606
めの成功哲学
標準
09

24

25

26

ＣＥＬＥＢＲＩＴＹ

サポート トークン

ＣＯＬＤ

通常:
2006-016607
標準

通常:
2006-016609
標準

通常:
2006-016610
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］
2006.02.13 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.20 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

27

28

29

30

商標（見本）

商標

Ｘ２Ｙ

カシメ

ＳＡＦＥＴＹ ＳＴＡＧＥ＼セーフ
ティステージ

ＴＲＡＰ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】抵抗器，蓄電器，開閉器，遮断器，整流器，インダクター（電気用のもの），その他の 【中間記録情報】
配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，光電池，その他の電池，電気磁気 ［審査］
2006.02.28 願書
測定器，電線及びケーブル，無線通信機械器具，無線応用機械器具，光通信機械器具，
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
その他の電気通信機械器具，電子計算機，電子回路，電子計算機用プログラム，その他
条1項11号を除く))
の電子応用機械器具及びその部品，ノイズフィルター，磁心，抵抗線，電極
2006.12.28 期間延長請求書
2007.04.03 拒絶査定

06

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，くぎ，座金，ナット，ねじくぎ，ボルト，ワッ
シャー

06,37

【06】昇降式足場・昇降式足場用装置・金属製建築用足場その他の建築用又は構築用の 【中間記録情報】
金属製専用材料
［審査］
2006.03.09 願書
【37】建設工事，建築工事に関する助言，昇降式足場・昇降式足場用装置・金属製建築用
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
足場の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，
条1項11号を除く))
昇降式足場・昇降式足場用装置・金属製建築用足場の貸与，土木機械器具の貸与
2006.11.20 意見書
2006.11.20 手続補足書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.04.24 拒絶査定

12

【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，乗物用盗難警報
器，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその
部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，乳母車，人力車，
そり，手押し車，荷車，リヤカー

通常:
2006-017560
標準

通常:
2006-020962
標準

通常 2006-021107

通常:
2006-021831
標準

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

中間記録

09
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 手続補正書
2006.11.15 意見書
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.16 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.30 手続補正書
2006.10.30 意見書
2006.10.30 手続補足書
2006.11.30 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０４.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】コンピュータプログラム，ゲームソフト，データ通信端末機用プログラム，ＣＤ－ＲＯＭ
（読取り専用記憶媒体），携帯電話用プログラム，携帯電話用のストラップ，インターネット
接続用電気通信機械器具，インターネットを通じてダウンロードできる映像・画像・音楽・音
声・キャラクター・動画・テキスト・ゲーム・電子出版物，映像・画像・音楽・音声・キャラク
ター・動画・テキスト・ゲームを記憶させた記録媒体，コンピュータ用プログラムを記憶させ
た記録媒体（ＤＶＤ，ＣＤ－ＲＯＭ，ＨＤＤ等），家庭用テレビゲーム用プログラムソフトを記憶
させたＲＯＭカートリッジ，アニメーション映写フィルム，動画，映画用フィルム（露光済みの
もの），映画用フィルム編集用具，映写装置，映写用スクリーン，スライド映写機，写真用
棚，レーザー写真，スライド用枠（写真用のもの），スライドフィルム（現像済みのもの），録
音済み又は録画済みのコンパクトディスク，双眼鏡，計算器，会計機，撮影機，カメラ（写真
用のもの），写真用機器専用ケース，カメラ用三脚，運動用保護ヘルメット，サングラス，コ
ンタクトレンズ，コンタクトレンズ用容器，眼鏡用枠，眼鏡，眼鏡用容器，眼鏡用鎖，眼鏡用
ひも，運動用ゴーグル，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
教育用視聴覚機械器具，電気式警報ベル，警報器，火災報知器，タイムレコーダー，発光
式標識（「電球及び照明用器具」に属するものを除く）
【16】漫画本，小説本，新聞，雑誌，カレンダー，郵便切手，はがき，ポスター，写真，写真
集，アルバム，年鑑，小冊子，パンフレット，カタログ，しおり，ステッカー，チケット，書籍，
出版物，定期刊行物，絵画，グリーティングカード，グラフィック印刷物，グラフィック複製
画，あて名印刷機用アドレスプレート，あて名スタンプ，あて名印刷機，鉛筆，ペン（事務用
品），文房具，紙製又は厚紙製の広告板紙，通知状用カード（文房具），水生動植物の室内
飼育観賞用水槽，陸生動植物の室内飼育・栽培用ガラス槽，建築模型，計算表，美術用
【07】鉱山機械器具，土木機械器具，漁業用機械器具，化学機械器具，食料加工用又は飲
料加工用の機械器具，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，塗装機械器具，包装用機械器具，半導体製造装置，風水力機械器具，廃棄
物圧縮装置，廃棄物破砕装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.04.07 手続補正書(方式)
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2007.04.20 拒絶査定

11

【11】湯たんぽ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.28 手続補正書
2006.12.28 手続補足書
2006.12.28 意見書
2007.02.07 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
2007.11.26 手続補正書
2007.11.26 手続補正書
2008.06.30 登録料納付
［登録］
2008.06.09 登録査定書
2008.06.30 設定納付書
2008.07.15 登録証

12

【12】航空機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ及びチューブ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.13 拒絶査定

09,16,41,42

31

ポケットメイド

通常:
2006-023089
標準

07
32

33

34

セラミックローター

受験生

ＥＮＤＵＲＯ

通常:
2006-024046
標準

通常 2006-024863

通常 2006-026946

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定
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No.

35

36

37

38

39

商標（見本）

商標

Ｇフィルタ

ＫＡＴＯ

ＫＸ ＤＲＩＶＥＲ

ＧＸ ＤＲＩＶＥＲ

ＴＤ－ＰＨＯＮＥ

種別 出願番号

区分

08

【08】園芸ばさみ，剪定ばさみ，はさみ，金切りはさみ，やっとこ，スパナー，丸型ショベル， 【中間記録情報】
［審査］
角型ショベル，万力，螺旋状のきり，レンチ，のみ，ハンマー，やすり，フライス，手動式
2006.03.28 願書
ジャッキ，のこぎり，ダイス，タップ，ねじ回し，ドリル，リーマ
2006.03.28 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定

09

【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，ファクシミリ，ファクシミリ用感光体ドラ 【中間記録情報】
ム，その他の電気通信機械器具，電子応用静電複写機，電子計算機，電子計算機用プロ ［審査］
2006.03.29 願書
グラム，ワードプロセッサ，電子計算機及びワードプロセッサ出力用のプリンタ，電子応用
静電複写機用感光体ドラム，電子計算機及びワードプロセッサ出力用のプリンタ用感光体 2006.03.30 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
ドラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，写真複写機
項16号)
2006.12.06 意見書
2006.12.06 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

09

【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，ファクシミリ，ファクシミリ用感光体ドラ 【中間記録情報】
ム，その他の電気通信機械器具，電子応用静電複写機，電子計算機，電子計算機用プロ ［審査］
2006.03.29 願書
グラム，ワードプロセッサ，電子計算機及びワードプロセッサ出力用のプリンタ，電子応用
静電複写機用感光体ドラム，電子計算機及びワードプロセッサ出力用のプリンタ用感光体 2006.03.30 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
ドラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，写真複写機
項16号)
2006.12.06 意見書
2006.12.06 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

09,38

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ 【中間記録情報】
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
［審査］
2006.04.04 願書
【38】電気通信（放送を除く。），電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.05.08 手続補正書(方式)
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.13 拒絶査定
2007.11.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-027531

通常:
2006-028119
標準

通常:
2006-028120
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】ディーゼルエンジン用排気ガス浄化装置及び黒煙除去装置並びにこれらの部品及び 【中間記録情報】
［審査］
付属品に組み込まれるフィルタ
2006.03.27 願書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 意見書
2007.01.30 意見書
2007.01.30 手続補足書
2007.03.02 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定

通常:
2006-027163
標準

通常:
2006-030214
標準

指定商品・役務

07
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No.

40

41

商標（見本）

商標

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｍｉｘ Ｆｏｒ ｔｈｅ
Ｆｕｔｕｒｅ

マインドマップ

種別 出願番号

区分

Ｗ－ＰＣ

09,41

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.06 拒絶査定

通常:
2006-032699
標準

通常:
2006-032992
標準

【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，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，タバコ製造機械，ガラス器製
造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械器具，半導
体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用
のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動スタンプ打ち
器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー，修繕
用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農業用のもの
を除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン引き装置，廃
棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の
交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電機
ブラシ
【09】アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解層，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
【09】電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の
記憶媒体，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，理化学
機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用
のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，録音済み磁気カード・磁気シート及び磁
気テープ，録音済みのコンパクトディスク，ＥＰレコード，ＬＰレコード，その他のレコード，電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤーＲＯＭ，電子出版物，オゾ
ン発生器，電解槽，ロケット，スロットマシン，回転変流機，調相機，運動技能訓練用シミュ
レーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気
ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標
識，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズ
ル，消防車，スプリンクラー消火装置，消防艇，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，
防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，映
写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビ
デオテープ，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭
登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算
機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステ
ム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，ウエイトベルト，
ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，レギュレーター，アーク溶接機，犬笛，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
おもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤーＲＯＭ，金属溶断機，検卵器，電
気溶接装置，電動式扉自動開閉装置，メトロノーム，耳栓
【06】金属製フレキシブルチューブ，金属製管継ぎ手

通常:
2006-033704
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］
2006.04.11 願書
2006.04.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.17 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 意見書
2006.11.24 認定･付加情報
2007.04.03 伺い書
2007.04.10 拒絶査定
2007.04.13 伺い回答書
2008.06.24 登録料納付
［登録］
2008.05.29 登録査定書
2008.06.24 設定納付書
2008.07.22 登録証

06
42

指定商品・役務

06,07,09,10,11,12,1 【06】荷役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機
6,28

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.24 意見書
2007.04.27 拒絶査定
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No.

43

44

45

46

47

商標（見本）

商標

都市鉱山

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.04.24 手続補足書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 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)
2007.01.09 再送
2007.04.13 拒絶査定

03,08

【03】化粧品，せっけん類，香料類，つけづめ，つけまつ毛
【08】スプリング（ばね）方式まつ毛カール器

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.10.25 刊行物等提出書
2006.11.27 認定･付加情報
2006.12.15 刊行物等提出による通知書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定

12

【12】二輪自動車又は自転車の部品及び付属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.05 手続補正書(方式)
2006.06.05 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)
2007.04.06 拒絶査定

12

【12】二輪自動車又は自転車の部品及び付属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.05 手続補正書(方式)
2006.06.05 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)
2007.04.06 拒絶査定

09

【09】デジタルカメラ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 手続補正書
2007.02.20 意見書
2007.04.06 拒絶査定
2007.06.20 手続補正書(方式)
2008.04.25 登録料納付
［登録］
2008.04.23 登録査定書
2008.04.25 設定納付書
2008.05.20 登録証

通常:
2006-034696
標準

ＥＡＳＹ ＣＵＲＬ ＵＰ＼イージー
通常 2006-035008
カールアップ

ベトナムキャリア

ベトキャリ

ＨＤズーム

通常:
2006-037054
標準

通常:
2006-037063
標準

通常:
2006-037918
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

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

2009/1/15
17／40

３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

48

49

50

51

52

商標（見本）

商標

積層蓄熱材

ＡＤＡＮＡ＼アダナ

ＰＡＳＳＭＡＲＫ

マルチジョブ＼Ｍｕｌｔｉ Ｊｏｂ

らくらく電動

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】暖冷房装置，家庭用電熱用品類，潜熱蓄熱材マット

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.06 拒絶査定

07

【07】印刷用又は製本用の機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 意見書
2007.01.09 認定･付加情報
2007.01.10 手続補足書
2007.02.06 認定･付加情報
2007.04.02 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］
2006.05.02 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定

09,38

【09】携帯電話機
【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，移動体電話による通信への加入の取り次ぎ，放送番組
の番組表に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.24 手続補正書
2007.01.24 意見書
2007.01.24 手続補足書
2007.01.24 認定･付加情報
2007.01.24 認定･付加情報
2007.02.22 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定
2007.07.25 手続補正書
2008.06.18 登録料納付
［登録］
2008.06.09 登録査定書
2008.06.18 設定納付書
2008.07.15 登録証

11

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.05.12 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定

通常:
2006-037926
標準

通常 2006-039128

通常:
2006-040809
標準

通常 2006-042369

通常:
2006-043257
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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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］
2006.05.15 願書
2006.05.15 認定･付加情報
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))
2007.01.24 手続補正書
2007.01.24 手続補足書
2007.01.24 意見書
2007.01.24 認定･付加情報
2007.01.29 認定･付加情報
2007.02.23 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

06

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，金属製シャッター，その他の建築用又
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，シャッター用錠，鍵，その他の金属製金具，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，屋外用巻上げ式鋼製ブラ
インド，屋外用金属製ブラインド，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
【06】扉，戸

06

【06】扉，戸

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 手続補正書
2007.02.13 意見書
2007.02.13 手続補足書
2007.03.13 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定
2007.08.03 手続補正書
2007.08.03 手続補足書
2008.09.24 登録料納付
［登録］
2008.09.08 登録査定書
2008.09.24 設定納付書
2008.10.14 登録証

06

【06】扉，戸

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 手続補正書
2007.02.13 手続補足書
2007.02.13 意見書
2007.03.13 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定

06

53

54

55

56

ミストシルバー＼Ｍｉｓｔ Ｓｉｌｖｅｒ

スリムタイトドア

ソフトタイトドア

セーフティタイトドア

通常 2006-044095

通常:
2006-044129
標準

通常:
2006-044130
標準

通常:
2006-044131
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］
2006.05.15 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 手続補正書
2007.02.13 手続補足書
2007.02.13 意見書
2007.03.13 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定
2007.08.03 手続補正書
2007.08.03 手続補足書
2008.09.04 登録料納付
［登録］
2008.08.20 登録査定書
2008.09.04 設定納付書
2008.09.30 登録証
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３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

57

58

59

60

61

62

商標（見本）

商標

ＮＳ－ＬＯＣＫ＼エヌエスロック

ＮＳロック

イオンフットスパ

大川保険事務所

エスパーニャ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【06】金属製金具，配管固定用金属製環，配管用金属補強金具，配管離脱防止用金属製
金具，配管固定用金属製金具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.16 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)
2007.01.23 意見書
2007.01.23 手続補足書
2007.02.23 認定･付加情報
2007.04.05 拒絶査定
2007.07.02 手続補正書(方式)
2007.07.02 手続補足書

06

【06】金属製金具，配管固定用金属製環，配管用金属補強金具，配管離脱防止用金属製
金具，配管固定用金属製金具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.16 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)
2007.01.23 意見書
2007.01.23 手続補足書
2007.02.23 認定･付加情報
2007.04.05 拒絶査定
2007.07.02 手続補正書(方式)
2007.07.02 手続補足書

10

【10】治療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.16 願書
2006.05.17 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)
2007.04.13 拒絶査定

12,36

【12】自動車並びにその部品及び付属品
【36】損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，生
命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，保険料率の算出

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.05.26 手続補正書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.05.30 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.03 拒絶査定

06

【06】建築又は構築用の金属製壁板材

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.05.17 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.14 手続補正書
2007.02.14 認定･付加情報
2007.02.14 意見書
2007.04.06 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
2006.05.17 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)
2007.01.25 意見書
2007.04.17 拒絶査定

通常 2006-044512

通常:
2006-044513
標準

通常:
2006-044558
標準

通常:
2006-044941
標準

通常:
2006-045013
標準

ポッドキャストラジオ＼ＰＯＤＣＡ
通常 2006-045017
ＳＴ ＲＡＤＩＯ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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.

63

64

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

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

通常:
2006-045966
標準

09

65

ＦｉｎｅＰｉｃｔｕｒｅＣｏｄｅ＼ファインピ
通常 2006-045977
クチャーコード

09
66

67

68

ＳＡＴＥＬＬＩＴＥ ＢＵＯＹ

オーディオスティック

プロテクトタグ

通常:
2006-046010
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］
2006.05.19 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.05.24 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 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，ソケット・プラグその他の電気 【中間記録情報】
接続具，スピーカー，音声周波機械器具，遠隔測定制御機械器具，ヘッドフォン，メモリー ［審査］
2006.05.19 願書
カード，メモリーチップ，半導体メモリー，トランスミッター
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定

09,16

【09】ＩＣカード，ＩＣ粘着ラベル，電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
【中間記録情報】
【16】あて名印刷機，荷札，荷札・宛名記載表・配送伝票などを収納し被配送物に貼り付け ［審査］
2006.05.20 願書
る合成樹脂フィルム製袋，文房具類
2006.05.22 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)
2007.04.03 拒絶査定

通常:
2006-046032
標準

通常:
2006-046331
標準

中間記録

【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
2006.05.17 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)
2007.01.25 意見書
2007.04.17 拒絶査定

ポッドキャストレシーバー＼ＰＯ
通常 2006-045018
ＤＣＡＳＴ ＲＥＣＥＩＶＥＲ

パワーオフＵＳＢ充電

指定商品・役務

09

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

2009/1/15
21／40

３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

69

70

71

72

73

74

商標（見本）

商標

ダブルプリントタグ

Ｏ２ガードパイプ＼オーツー
ガードパイプ

傘ラップ

ライブラリーケース

Ｈａｖａｎａ Ｒａｄｉｏ

地デジプリント

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】ＩＣカード，ＩＣ粘着ラベル，電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
【中間記録情報】
【16】あて名印刷機，荷札，荷札・宛名記載表・配送伝票などを収納し被配送物に貼り付け ［審査］
2006.05.20 願書
る合成樹脂フィルム製袋，文房具類
2006.05.22 認定･付加情報
2006.10.31 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))
2007.04.03 拒絶査定

17,19

【17】プラスチック基礎製品中の合成樹脂製パイプ
【19】合成樹脂製の給水給湯管

07

【07】濡れたかさを自動的にビニル袋に収納する機械，濡れたかさに雨だれ防止袋を装着 【中間記録情報】
する機械，かさ収納用ビニル袋，かさ用の雨だれ防止袋
［審査］
2006.05.22 願書
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.02 拒絶査定

09

【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機 【中間記録情報】
械器具，光学機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電線及びケーブル，電気 ［審査］
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 2006.05.22 願書
その部品，電子計算機用プログラム，磁心，抵抗線，電極，眼鏡，レコード，録画済みビデ 2006.05.22 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
項16号)
2007.04.13 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電池，業務用テ
レビゲーム機，電気アイロン，電気式ヘアーカーラー，電気ブザー，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る電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スラ
イドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子
出版物

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.07.07 手続補正指令書(出願)
2006.09.26 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)
2007.04.13 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，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，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，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，
運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，ダウンロード可能な音

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定

通常:
2006-046333
標準

通常 2006-046461

通常:
2006-046476
標準

通常:
2006-046494
標準

通常 2006-046690

通常:
2006-046843
標準

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

中間記録

09,16
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定
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３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

75

76

77

78

商標（見本）

商標

アイグラス

ｏｋｕｒａ

バイオから始まる医療のソ
リューション

黒龍

種別 出願番号

区分

カップ綿棒

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.24 拒絶査定

11

【11】工業用炉

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定

10

【10】医療用具，医療用器具，医療用機械器具，医療用機械器具及びその部品並びに附
属品，医療用補助品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.06.06 認定情報通知書
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.19 拒絶査定

09

【09】録画済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，ダウンロード可能な静 【中間記録情報】
止画及び動画像，電子出版物，映写フィルム
［審査］
2006.05.25 願書
2006.05.26 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.19 拒絶査定
【10】綿棒
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.09 拒絶査定
【09】測定機械器具
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

通常:
2006-047413
標準

通常:
2006-047421
標準

通常:
2006-047803
標準

通常:
2006-047804
標準

通常:
2006-048155
標準
09

80

ＴＦＡ

通常 2006-048283

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

10
79

指定商品・役務

09
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2009/1/15
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３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

81

ＩＭＳｏｌｕｔｉｏｎｓ

通常:
2006-048406
標準

09

82

３Ｄ Ｌａｓｅｒ Ｖｉｓｉｏｎ Ｓｅｎｓｏｒ

通常:
2006-048553
標準

12

83

ＧＲＡＮＤ ＥＤＩＴＩＯＮ

優先 2006-048575

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

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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.07.27 出願人名義変更届(一般承継)
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2007.01.09 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))
2007.04.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.06.28 優先権証明書提出書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.07.27 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.02 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
02,07,09,10

84

Ｄｉｇｉｔａｌ Ｄｒｏｐｌｅｔ Ｃｏｎｔｒｏｌ

通常:
2006-048591
標準

19

85

くるり換気カバー

87

88

省エネＷｅｂ

ウォールイン

【09】電子応用機械器具
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 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)
2007.04.10 拒絶査定

通常:
2006-048940
標準

永遠の風＼永遠に一つです＼
03,06,19
永遠に心は一つです＼はなれ
ばなれになっても＼心は一つで
す＼見守っています＼遠くから
見守っています＼本当に出会え
通常 2006-049061
て幸せでした＼心からありがと
う＼どんなに遠く離れていても
＼心は一つです＼たくさんの思
い出ありがとう＼春の風… 夏
の風…
11

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.05.31 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)
2007.02.07 手続補正書
2007.02.07 認定･付加情報
2007.02.07 認定･付加情報
2007.02.07 意見書
2007.04.06 拒絶査定

【03】植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，吸香，薫香，線香，におい 【中間記録情報】
袋，せっけん類，歯磨き，化粧品
［審査］
2006.05.29 願書
【06】金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のネームプレート及び表札，金属製立て看
板，金属製彫刻
2006.05.29 認定･付加情報
【19】石材，木材，セメント及びその製品，墓標及び墓碑用銘板（金属製のもの除く。），石
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
製彫刻，コンクリート製彫刻，大理石製彫刻，建具（金属製のものを除く。），灯ろう
2007.03.02 意見書
2007.03.05 認定･付加情報
2007.03.15 手続補足書
2007.04.16 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
【11】家庭用電熱用品類

通常:
2006-049855
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］
2006.05.26 願書
2006.05.26 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.11 拒絶査定

通常:
2006-048837
標準

09,42
86

指定商品・役務
【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，インクジェットプリンター用
インクカートリッジ，印刷インキ，絵の具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術
用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
【19】合成樹脂製換気口
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 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)
2007.04.24 拒絶査定

2009/1/15
25／40

３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

89

90

91

92

93

94

商標（見本）

商標

ＩＰビジホン

アイピービジホン

ＹＳ ＢＩＫＥ＼ワイエスバイク

イヤホンストラップ

ＥＯ－００３

対戦全脳トレーニング

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.05.31 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)
2007.04.13 拒絶査定

09

【09】電気通信機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.05.31 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)
2007.04.13 拒絶査定

12

【12】二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

09

【09】携帯電話機用・簡易型携帯電話機用・携帯型デジタルオーディオプレイヤー用・携帯 【中間記録情報】
型記録再生装置用・携帯型ラジオ用・その他のモバイル機器用のストラップ
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.20 手続補正指令書(出願)
2006.07.20 手続補正書(方式)
2006.08.18 認定･付加情報
2007.01.24 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))
2007.04.19 拒絶査定

10

【10】医療用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定

09

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 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)
2007.04.10 拒絶査定

通常:
2006-049903
標準

通常:
2006-049904
標準

通常 2006-050199

通常:
2006-050224
標準

通常 2006-050256

通常 2006-050364

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

中間記録

09
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

95

96

97

98

99

100

ＥａｓｙＤｏｃ

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.01 願書
2006.06.01 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

11

07

【07】金属加工機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.11.08 優先権証明請求書
2007.01.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.25 拒絶査定

11

【11】家庭用電気パネルヒーター，業務用電気パネルヒーター

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2007.01.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.09 拒絶査定

07

【07】ミシン

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.06.05 上申書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

09

【09】防災箱

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2007.01.05 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))
2007.04.13 拒絶査定

通常:
2006-050549
標準

ケンネルシャワー＼ＫＥＮＮＥＬ
通常 2006-050896
Ｓｈｏｗｅｒ

トランスレス

クイックウオーマー１０００

ミシン一番

エレベーター防災ＢＯＸ

通常:
2006-051084
標準

通常:
2006-051272
標準

通常 2006-051377

通常:
2006-051502
標準

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

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
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
【11】動物用シャワー器具
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.01 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.24 拒絶査定
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No.

101

102

商標（見本）

商標

現代鍛冶屋

ナノバブル

種別 出願番号

区分

うるおい浸透加湿

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.07.21 手続補正指令書(出願)
2006.07.27 手続補正書(方式)
2006.07.27 上申書
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.22 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.23 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)
2007.04.13 拒絶査定

11

【11】家庭用電気式浴槽用気泡発生装置及びその他の家庭用電熱用品類，気泡発生装置
付き浴槽及びその他の浴槽類，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，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，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ
灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用い
す，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，化学物質を充てんした保温保冷具，火鉢類
【11】家庭用電熱用品類

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.11 拒絶査定

通常 2006-052017

通常:
2006-052213
標準

通常:
2006-052311
標準

06,07
104

ロバストダクタイル鋳鉄

通常:
2006-052419
標準

11
105

アカリセンター

通常 2006-052567

12
106

ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＤＲＩＶＥ

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 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)
2007.04.24 拒絶査定
2007.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【06】鋳鉄
【中間記録情報】
【07】鋳鉄製金属加工機械器具，鋳鉄製鉱山機械器具，鋳鉄製土木機械器具，鋳鉄製荷 ［審査］
2006.06.06 願書
役機械器具，鋳鉄製化学機械器具，食品加工用又は飲料加工用の鋳鉄製機械器具，印
刷用又は製本用の鋳鉄製機械器具，鋳鉄製プラスチック加工機械器具，鋳鉄製半導体製 2006.06.07 認定･付加情報
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
造装置，鋳鉄製ゴム製品製造機械器具，鋳鉄製石材加工機械器具，鋳鉄製動力機械器
具（陸上の乗物用のものを除く。），陸上の乗物用の動力機械の鋳鉄製部品，鋳鉄製風水 2007.04.26 拒絶査定
力機械器具，鋳鉄製農業用機械器具，鋳鉄製漁業用機械器具，鋳鉄製修繕用機械器具，
鋳鉄製塗装機械器具，鋳鉄製廃棄物圧縮装置，鋳鉄製廃棄物破砕装置，鋳鉄製機械要
【11】電球及び照明器具に関る商品及び販売
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.06.22 認定･付加情報
2007.01.12 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))
2007.04.13 拒絶査定
【12】航空機並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品

通常:
2006-053020
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】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建具，金属製金具，金属製建造物組
立てセット，金属製郵便受け，金属製彫刻
【11】照明用器具
【20】家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ

11
103

指定商品・役務

06,11,20
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定
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No.

107

108

商標（見本）

商標

ナースデー

ユビキタス ラーニング

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.06.30 手続補正書
2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.07 認定･付加情報
2007.01.05 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))
2007.04.20 拒絶査定

09,41

【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，自動車用バッテ
リー，その他の電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器
具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，携帯電話用スト
ラップ，その他の電気通信機械器具，レコード，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・マイクロフィルム・ＣＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他の記録媒
体，ダウンロード可能なコンピュータプログラム，ダウンロード可能な電子出版物，ダウン
ロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像，電子計算機プリンター，電子計算機用教育・
研修プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他
の記録媒体，録音済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他の録音済み記録媒
体，メトロノーム，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，オ
ゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，スロットマシン，運動技能訓練用シ
ミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電
気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光
式又は機械式の道路標識，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消
火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安
用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗
線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，電子出
版物，録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その
他の録画済み記録媒体，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式
ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写
機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気
【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，自動車用バッテ
リー，その他の電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器
具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，携帯電話用スト
ラップ，その他の電気通信機械器具，レコード，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・マイクロフィルム・ＣＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他の記録媒
体，ダウンロード可能なコンピュータプログラム，ダウンロード可能な電子出版物，ダウン
ロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像，電子計算機プリンター，電子計算機用教育・
研修プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他
の記録媒体，録音済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その他の録音済み記録媒
体，メトロノーム，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，オ
ゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，スロットマシン，運動技能訓練用シ
ミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電
気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光
式又は機械式の道路標識，火災報知機，ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消
火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安
用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗
線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，電子出
版物，録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・その
他の録画済み記録媒体，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式
ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写
機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気
【09】金銭登録機，現金自動預金支払機，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調
相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電
気ブザー，電気通信機械器具，電子計算機，電子計算機用プログラム，その他の電子応
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テ
レビゲームおもちゃ用のプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レ
コード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウン
ロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒
体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
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 上申書
2007.03.22 上申書
2007.04.27 拒絶査定

通常 2006-053051

通常 2006-053172

ユーラーニング＼Ｕ－Ｌｅａｒｎｉｎ
通常 2006-053173
ｇ

09

110

Ｒｅｐｌｉｃａｔｏｒ

通常:
2006-053180
標準

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

中間記録

【10】医療用品
【25】下着

09,41

109

指定商品・役務

10,25

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.14 上申書
2007.03.22 上申書
2007.04.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

111

教育カルテ

通常:
2006-053216
標準

07
112

113

114

115

エクセルリッパー

ＤＩＧＩＴＡＬ ＩＤ

アルミ障子

ＢＬＡＣＫＳＨＥＥＰ

指定商品・役務
【09】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算
機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステ
ム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，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，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，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，家庭
用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，
スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
【07】土木機械器具

通常 2006-053328

【09】電子計算機用プログラム，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディ 【中間記録情報】
スク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記録媒体
［審査］
【42】電子認証のための電子計算機プログラムの設計・作成又は保守，電子認証のための 2006.06.08 願書
2006.06.08 認定･付加情報
電子計算機用プログラムの提供，電子商取引における利用者の認証，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 2007.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，著 項16号)
2007.04.23 拒絶査定
作権の利用に関する契約の代理又は媒介

06

【06】アルミニウム建具

09

【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 2006.06.09 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 2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 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 2007.04.27 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

通常 2006-053502

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.06.08 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定

09,42
通常 2006-053355

通常:
2006-053633
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 意見書
2007.03.02 手続補足書
2007.03.30 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.27 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.06.24 手続補正書(方式)
2007.01.05 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))
2007.04.06 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

116

117

118

商標（見本）

商標

ｓａｋａｚｕｍｅ

エピタフ

チップスムーサー

種別 出願番号

区分

120

121

ナノシルバー

黒龍

§Ｗｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ＼ダブルリフレ
クション

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.06.30 手続補正書(方式)
2006.08.09 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

19

【19】墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2006.06.12 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.24 拒絶査定

07,40

【07】太陽電池用ウェハー・半導体ウェハーの研磨装置，太陽電池用ウェハー・半導体ウェ
ハーの加工装置，太陽電池用ウェハー・半導体ウェハーの製造装置，シリコンインゴット・シ
リコンブロックの研磨装置，シリコンインゴット・シリコンブロックの加工装置，シリコンイン
ゴット・シリコンブロックの製造装置，半導体製造装置
【40】太陽電池用ウェハー・半導体ウェハーの研磨その他の加工及びこれらに関する情報
の提供，受託による太陽電池用ウェハー・半導体ウェハーの製造及びこれに関する情報の
提供，シリコンインゴット・シリコンブロックの研磨その他の加工及びこれらに関する情報の
提供，受託によるシリコンインゴット・シリコンブロックの製造及びこれに関する情報の提
供，太陽電池用ウェハー・半導体ウェハーの研磨装置の貸与，太陽電池用ウェハー・半導
体ウェハーの加工装置の貸与，太陽電池用ウェハー・半導体ウェハーの製造装置の貸
与，シリコンインゴット・シリコンブロックの研磨装置の貸与，シリコンインゴット・シリコンブ
ロックの加工装置の貸与，シリコンインゴット・シリコンブロックの製造装置の貸与，半導体
【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，はえ取り紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，母乳保
存用容器，母乳冷凍保存袋

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 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)
2007.04.19 拒絶査定

09,41

【09】録画済みＤＶＤ・ビデオテープ・ビデオディスク及びＣＤ－ＲＯＭ
【41】映画の制作・上映又は配給，インターネットを利用した画像・映像の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2006.06.14 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.19 拒絶査定

11

【11】電球類及び照明用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

通常:
2006-054034
標準

通常:
2006-054110
標準

通常:
2006-054379
標準

通常:
2006-054398
標準

通常:
2006-054414
標準

通常 2006-054754

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

中間記録

【08】手動利器，手動工具

05,10

119

指定商品・役務

08

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2006.06.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

2009/1/15
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No.

122

123

124

125

126

127

128

商標（見本）

商標

Ｆａｃｅ Ｓｅｎｓｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅ

ＭＱ１０

ＳＱ１０

ハイトルクツール

ハイトルクレンチ

ハイトルクワッシャ

ハイトルクボルト

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】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 【中間記録情報】
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，火災報知機，盗難警報 ［審査］
2006.06.13 願書
器，磁心，抵抗線，電極，金銭登録機
2006.09.23 代理人変更届
2006.09.25 認定･付加情報
2006.09.29 代理人受任届
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.13 代理人辞任届
2006.10.17 通知書(再提出通知)
2006.10.19 認定･付加情報
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.24 拒絶査定
2007.07.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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)
2007.04.24 拒絶査定
ク・光ディスク・電子回路

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)
ク・光ディスク・電子回路
2007.04.24 拒絶査定

06,08

【06】金属製金具
【08】手動工具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.22 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)
2007.04.13 拒絶査定

08

【08】手動工具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.27 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)
2007.04.13 拒絶査定

06

【06】金属製金具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.23 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)
2007.04.13 拒絶査定

06

【06】金属製金具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.22 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)
2007.04.13 拒絶査定

通常:
2006-054780
標準

通常:
2006-054831
標準

通常:
2006-054833
標準

通常:
2006-055085
標準

通常:
2006-055086
標準

通常:
2006-055087
標準

通常:
2006-055088
標準

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

中間記録

09
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No.

129

130

131

132

133

134

135

商標（見本）

商標

ハイトルクナット

ハイパーガセット

ウェブジェネレータ

金剛地桧

月経血ドック

月経血遠隔診断システム

月経血ドックシステム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【06】金属製金具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.22 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)
2007.04.13 拒絶査定

06

【06】筋かい金物

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.14 願書
2007.02.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.19 意見書
2007.04.20 拒絶査定
2008.02.06 登録料納付
［登録］
2008.01.21 登録査定書
2008.02.06 設定納付書
2008.02.26 登録証

09

【09】電子計算機用プログラム

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定

07

【07】木材

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.30 手続補正指令書(出願)
2006.07.07 手続補正書
2006.08.14 認定･付加情報
2007.01.12 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))
2007.04.13 拒絶査定

05,10,16,42,44

【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
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【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)
2007.04.24 拒絶査定
の指導

05,10,16,42,44

【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
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【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)
2007.04.24 拒絶査定
の指導

05,10,16,42,44

【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
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【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
2007.04.24 拒絶査定

通常:
2006-055089
標準

通常:
2006-055298
標準

通常:
2006-055568
標準

通常 2006-055607

通常 2006-056455

通常 2006-056456

通常 2006-056457

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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.

136

137

138

139

商標（見本）

商標

月経血バンク

月経カルテ

種別 出願番号

区分

05,10,16,42,44

【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
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【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 条1項11号を除く))
2007.04.24 拒絶査定
の指導

09

【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線 【中間記録情報】
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子 ［審査］
2006.06.20 願書
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極
2006.06.20 認定･付加情報
2007.02.13 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
2007.04.17 拒絶査定
2007.07.19 手続補正書(方式)
2008.08.27 登録料納付
［登録］
2008.08.08 登録査定書
2008.08.27 設定納付書
2008.09.16 登録証

07,08

【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，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。），芝刈器，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
【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，
手動工具，護身棒
【09】電子出版物
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

通常 2006-056458

通常 2006-056459

通常 2006-057428

09,16,41
140

投資心理学

通常:
2006-058835
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】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
2006.12.12 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
2007.04.24 拒絶査定

パーソナルエンターテインメント 通常:
2006-057265
プレーヤー
標準

ＴＯＯＬＳ

指定商品・役務

05,10,16,42,44

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.20 拒絶査定

【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)
2007.04.06 拒絶査定
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No.

141

142

143

商標（見本）

商標

セーフリフト＼ＳＡＦＥＬＩＦＴ

オグラ眼鏡店

Ｂｉｏ－ｂａｔｈ

種別 出願番号

区分

バイオ・バス

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.26 願書
2006.06.26 認定･付加情報
2006.06.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.26 意見書
2007.03.26 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

09

【09】眼鏡

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2007.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 意見書
2007.04.23 拒絶査定
2007.07.30 手続補正書(方式)
2008.08.29 登録料納付
［登録］
2008.08.11 登録査定書
2008.08.29 設定納付書
2008.09.16 登録証

10,11,25,35,41,44

【10】医療用機械器具
【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，冷凍機械器具，美容院用又は理髪店用の機械器
具（いすを除く。），水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，水道用栓
【25】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
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供，輸出入に関する事務の代理又は代行
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，スポーツの興行の企画・運営又
は開催，運動施設の提供，娯楽施設の提供
【44】栄養の指導，医療情報の提供，美容，理容，医療用機械器具の貸与，美容院用又は
理髪店用の機械器具の貸与

通常 2006-059289

通常 2006-060050

通常:
2006-061098
標準

通常:
2006-061099
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】エレベーター，エスカレーター，動く歩道

10,11,25,35,41,44

144

指定商品・役務

07

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.30 願書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.22 手続補正書
2007.01.22 意見書
2007.01.22 認定･付加情報
2007.01.22 認定･付加情報
2007.04.16 拒絶査定
2007.05.10 手続補正書
2007.06.04 手続補正書
2008.01.07 登録料納付
［登録］
2008.01.04 登録査定書
2008.01.07 設定納付書
2008.02.05 登録証
【10】医療用機械器具，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット
【中間記録情報】
【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，冷凍機械器具，美容院用又は理髪店用の機械器 ［審査］
具（いすを除く。），水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，水道用栓
2006.06.30 願書
【25】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
2006.07.06 認定･付加情報
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提 2006.12.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
供，輸出入に関する事務の代理又は代行
号)
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，スポーツの興行の企画・運営又 2007.01.22 手続補正書
は開催，運動施設の提供，娯楽施設の提供
2007.01.22 認定･付加情報
【44】栄養の指導，医療情報の提供，美容，理容，医療用機械器具の貸与，美容院用又は 2007.01.22 認定･付加情報
2007.01.22 意見書
理髪店用の機械器具の貸与
2007.04.16 拒絶査定
2007.05.10 手続補正書
2007.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.04 手続補正書
2008.01.07 登録料納付
［登録］
2008.01.04 登録査定書
2008.01.07 設定納付書
2008.02.05 登録証
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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】理化学機械器具，試薬注入自動制御装置，化学物質検出装置，真空装置の漏れを
検出する装置，画像センサ，ガス濃度センサ，圧力センサ，圧力分布測定用シート状触覚
センサ，煙センサ，温度センサ，加速度センサ，回転数を測定するセンサ，角速度センサ，
抗原抗体反応測定用センサ，湿度センサ，車速センサ，照度センサ，超音波センサ，光セ
ンサ，流量センサ，その他の測定機械器具，直流交流変換器，その他の配電用又は制御
用の機械器具，電気磁気測定器，無線通信用送信機・受信機，携帯電話機その他の電気
通信機械器具，画像処理装置，フラットパネルディスプレイ，液晶表示装置，エレクトロルミ
ネッセンス素子を利用した表示装置その他の映像表示装置，生体認証装置，電気通信
ネットワークに対するアクセス時の身分照合装置，指紋照合装置その他の本人識別用照
合装置，身体もしくは衣類に装着する携帯情報端末機器，電子タグ，識別用電子タグ，商
品用電子タグ，未記録の磁気カード・光カード，非接触型ＩＣカード，本人確認用ＩＣカード，
情報記録用ＩＣカード，未記録のＩＣカードその他のＩＣカード，コンピュータプログラムを記憶
させた磁気カード・光カード・ＩＣカード・その他の記録媒体，半導体素子，集積半導体素子，
集積回路，大規模集積回路，磁気センサ機能を有する薄膜デバイス，電子タグを利用した
電子応用機械器具，半導体素子を搭載した電子応用機械器具，無線通信に対応した電子
【09】録音済みの磁気テープ・ＣＤ（コンパクトディスク）及びＭＤ（ミニディスク），録音済みの
ＤＶＤ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ビデオテープ
【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た音楽・映像の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.30 願書
2007.02.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.20 手続補正書
2007.03.20 意見書
2007.04.17 拒絶査定
2007.05.23 手続補正書(方式)
2008.03.24 登録料納付
［登録］
2008.03.17 登録査定書
2008.03.24 設定納付書
2008.04.15 登録証

07

【07】混合機付き燃料化装置

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2006.07.28 手続補正指令書(出願)
2006.08.01 手続補正書(方式)
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.02 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.28 手続補正書
2007.03.28 意見書
2007.03.29 認定･付加情報
2007.03.29 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

09,37,42

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【37】電子計算機設置工事，その他の機械器具設置工事，電気工事，電気通信工事，事務 ［審査］
用機械器具の修理又は保守，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 2006.07.11 願書
2006.07.11 認定･付加情報
記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む）の修理又は保
守
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守

09

145

ＲＦＭＥＭＳ

通常:
2006-061240
標準

09,41

146

147

148

ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ＼ハウンドドッ
通常 2006-063063
グ

リミックス＼ＲＥＭＩＸ

タグｄｅ管理

通常 2006-064279

通常:
2006-064668
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］
2006.07.06 願書
2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.29 意見書
2007.01.29 手続補足書
2007.02.27 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定
2007.07.05 手続補正書(方式)
2007.07.05 手続補足書
2007.07.05 手続補正書
2007.12.04 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.12.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.13 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.03.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2009/1/15
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商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42

149

熱演落語

通常:
2006-065494
標準

09

150

ＰＶＦ

通常:
2006-068140
標準

09,16,35,42

151

クーポン比較

通常 2006-068465

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【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】映写フィルム，スライドフィルム，スライド用マウント，録画済みビデオディスク及びビデ
オテープ，録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みのコンパクトディ
スクその他レコード，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，コン
ピュータネットワーク・インターネットネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータプ
ログラム，コンピュータネットワーク・インターネットワークを通じてダウンロードされる電子出
版物，コンピュータネットワーク・インターネットを通じてダウンロードされる音楽，コンピュー
タネットワーク・インターネットを通じてダウンロードされる家庭用テレビゲームおもちゃ用
ゲームプログラム，コンピュータネットワーク・インターネットを通じてダウンロードされる業
務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，コンピュータネットワーク・インターネットを通じて
ダウンロードされる電子計算機用ゲームプログラム及び電子ペーパー
【16】雑誌，書籍，定期刊行物，印刷物
【35】インターネットおよび携帯電話を利用した広告，インターネットおよび電子メールを利
用した広告，商品の販売に関する情報の提供，インターネットおよび電子メールを利用した
商品の販売に関する情報の提供，携帯電話機または電子計算機端末による通信を用いて
行なう商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進・役務の提供促進のために電子
メールで配信されるクーポン券の発行および割引情報の提供，販売促進のための懸賞・プ
レゼントの実施に関する情報の提供
【42】インターネットを用いた検索用エンジンの提供，気象情報の提供，建築物の設計に関
する情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部
品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電子計
算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的
確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.13 願書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.08.16 出願人名義変更届(一般承継)
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.21 願書
2006.07.28 認定･付加情報
2007.03.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.16 意見書
2007.04.16 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2006.09.01 手続補正指令書(出願)
2006.12.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.05 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))
2007.04.13 拒絶査定
2008.05.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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152

153

商標（見本）

商標

健康長者

Ｌｅｔ’ｓ！脳トレ

種別 出願番号

区分

書籍デジタル

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

09,28

【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させ
た記憶媒体，業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，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，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，携
帯電話用ストラップ，デジタルカメラ，デジタルビデオカメラ，ビデオカメラ，電子スチールカメ
ラ並びにこれらの部品及び附属品，電気通信機械器具，ダウンロード可能な電子計算機用
プログラム，その他の電子計算機用プログラム，電子計算機用プログラムを記憶させた記
憶媒体，電子計算機用周辺機器，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビ
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体，電子計算機ネットワークを通じてダ
ウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，家庭用テレビゲームお
もちゃの部品及び附属品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，液晶画面ゲームおもちゃ用のプロ
グラムを記憶させた記憶媒体，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，ダウンロード可能な音楽，
録音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
記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライド
フィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ダウンロード可能な映像，
ダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画
像・映像，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた記憶媒体，ダ
ウンロード可能な電子出版物，電子出版物
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属
品，電子おもちゃ，おもちゃ，人形，遊戯用カード，トレーディングカードゲーム用カード，
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.25 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.16 拒絶査定
2007.08.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【09】コンピュータ用ゲームプログラム及びその他の電子計算機用プログラム（記録済みの
ものを含む。），コンピュータ用ゲームプログラム及びその他の電子計算機用プログラムを
記録した磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・電子回路及び
その他の記録媒体，コンピュータ用マウスパッド，その他の電子応用機械器具及びその部
品（ＩＣカードを含む。），業務用テレビゲーム機及びその部品，家庭用テレビゲーム機及び
その部品，レコード，ダウンロード可能な音楽（携帯電話用着信メロディ・楽曲データを含
む。），録音済みの磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・電子
回路その他の記録媒体，ダウンロード可能な画像（アニメーションその他の動画を含む。），
アニメーションを内容とする映写フィルム及びその他の映写フィルム，アニメーション録画済
みビデオディスク・ビデオテープ及びＤＶＤ，その他の録画済みの磁気テープ・磁気カード・
磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・電子回路その他の記録媒体，コンパクトディスク
プレーヤー，デジタルビデオディスクプレーヤー，未記録の電子計算機用磁気ディスク・光
ディスク・光磁気ディスク・電子回路及びその他の記録媒体，電子出版物，携帯電話機用ス
トラップ，その他の電気通信機械器具
【16】歌集，書籍，雑誌，新聞，ニューズレター，定期刊行物，小冊子，パンフレット，カタロ
グ，剥ぎ取り式カレンダー及びその他のカレンダー，はがき，ポスター，説明書，グラフィッ
ク印刷物，ハンドブック，郵便切手，その他の印刷物，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，アルバム，通知状用カード，メロディー付きグリーティングカード及びその他のグリー
ティングカード，索引用カード，ノートブック，剥ぎ取り式ノート，便せん，封筒，文書ファイ
ル，書類箱，書類挟み，紙挟み，しおり，筆箱，筆立て，ホッチキス，画用紙帳，万年筆，
シャープペンシル，鉛筆，ボールペン，消しゴム，ペーパーナイフ，事務用紙，パステル，ク

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.28 願書
2007.02.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.02.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.28 意見書
2007.04.13 拒絶査定

通常:
2006-068533
標準

通常:
2006-069234
標準

通常:
2006-069279
標準
09,16,28,41,42

155

ケモノヅメ＼獣爪

通常 2006-070777

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，
録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，スポーツの興行の企画・運営又は開催，図書の貸
与，レコード又は録音済みの磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与

09,16
154

指定商品・役務

09,16,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.25 願書
2007.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.18 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38,41,42

156

ＧｒｏｕｐＭｅｓｓｅｎｇｅｒ＼グループ
通常 2006-071037
メッセンジャー

03,05,10,11,16,17

157

Ｃ．Ｕ．Ｒ．Ｅ．ライナー

通常:
2006-071539
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2006.07.31 願書
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2006.08.10 認定･付加情報
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
2007.02.16 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 2007.03.28 意見書
2007.03.28 認定･付加情報
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ 2007.03.29 手続補足書
2007.04.06 拒絶査定
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
2007.04.26 認定･付加情報
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 2007.07.02 手続補正書
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 2007.07.03 手続補足書
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， 2008.02.25 登録料納付
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 ［登録］
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，インターネット又は移動体電話による通信を通じて提供され 2008.02.18 登録査定書
るダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム，電子メール・チャット等の通 2008.02.25 設定納付書
2008.03.25 登録証
信機能を有する携帯電話用プログラム，コンピュータネットワークを通じて提供されるダウ
ンロード可能な携帯電話の待ち受け画面用画像データ，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
【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，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2006.08.04 認定･付加情報
毛
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【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， 号)
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， 2007.04.23 拒絶査定
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【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
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３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,14

158

スーパーワンセグＴＶＷａｔｃｈ

160

161

162

立体＼図鑑

ＪＡＮＫＥＮ ＭＩＲＲＯＲ

ＰＥＡＣＥ ＭＩＲＲＯＲ

ＭＳ

12,28

【12】乗物用盗難警報器，車いす，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転
車並びにそれらの部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤ
カー，動力付三輪車並びにその部品及び附属品
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，
人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲー
ム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊
戯用器具，ビリヤード用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.23 願書
2006.09.12 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)
2007.04.27 拒絶査定

12,28

【12】乗物用盗難警報器，車いす，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転
車並びにそれらの部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤ
カー，動力付三輪車並びにその部品及び附属品
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，
人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲー
ム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊
戯用器具，ビリヤード用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.23 願書
2006.09.12 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)
2007.04.27 拒絶査定

07

【07】下水道管渠における人孔内の作業者の昇降を補助する人孔用の作業装置，下水道 【中間記録情報】
管渠における人孔内の作業者の昇降を補助する人孔用の作業装置に使用されるハーネス ［審査］
2006.09.07 願書
2006.09.07 手続補足書
2006.10.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.10 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.28 手続補正書
2007.03.28 意見書
2007.04.06 拒絶査定

通常:
2006-075569
標準

通常 2006-078484

通常:
2006-082229
標準

通常:
2006-082231
標準

通常:
2006-083379
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］
2006.08.11 願書
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.16 拒絶査定

09,16,28
159

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，携帯電話用ストラップ，そ
の他の電気通信機械器具，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
タネットワーク又はインターネットを通じてダウンロードされるパーソナルコンピュータ用ゲー
ムプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，コンピュータネットワークにより
提供されるダウンロード可能な音楽，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，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，インターネットを通じてダウンロードされる家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラ
ム，家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・
【09】フィルム内臓一体型簡易カメラ，電池，電気通信機械器具の部品及び附属品，録画
済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，模型及び標本
【16】文房具類，印刷物，絵画，写真，写真立て
【28】おもちゃ，人形，トランプ
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【中間記録情報】
［審査］
2006.08.23 願書
2006.08.29 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.27 拒絶査定

2009/1/15
40／40

３条拒絶（機械）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16

163

温泉ソムリエ

指定商品・役務
【09】電子出版物
【16】印刷物

通常 2006-083603

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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.08.28 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

