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３条拒絶査定速報レポート
※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）

1

2

3

4

商標

ＯＣＴＡＧＯＮ

ＳＯＬＩＴＡＩＲＥ＼ソリテール

§ｓｔｙｌｅｓ

デオドラントテープ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【14】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

【中間記録情報】
[審査]
2002.06.14 願書
2002.06.17 認定･付加情報
2003.05.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2003.07.10 手続補正書
2003.07.10 認定･付加情報
2003.07.10 認定･付加情報
2003.07.10 意見書
2005.04.01 拒絶査定

14

【14】身飾品（「カフスボタン」を除く。），宝玉及びその模造品

【中間記録情報】
[審査]
2003.04.23 願書
2003.04.24 認定･付加情報
2003.05.19 手続補正書
2003.05.20 認定･付加情報
2003.11.21 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2004.01.05 手続補正書
2004.01.05 意見書
2004.01.16 手続補正指令書(中間書類)
2004.01.16 手続補正指令書(中間書類)
2004.01.26 手続補正書
2004.01.26 手続補正書
2004.01.27 認定･付加情報
2004.01.27 認定･付加情報
2004.01.27 認定･付加情報
2004.01.27 認定･付加情報
2004.08.24 刊行物等提出書
2004.09.27 認定･付加情報
2004.10.01 刊行物等提出による通知書
2004.10.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.10.25 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.02.10 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.04.22 拒絶査定

18,25

【18】かばん類，袋物
【25】被服

【中間記録情報】
[審査]
2003.12.02 願書
2004.02.06 認定･付加情報
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.04.01 拒絶査定
2006.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25,26

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，エプロン，
えり巻き，靴下，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，布製幼児
用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘ
ルメット，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き
手・靴びょう・靴保護金具」を除く。），げた，草履類，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動
用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴
【26】織ネーム，プリントネーム，編みレース生地，刺しゅうレース生地，衣服用き章（貴金属
製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，造花

【中間記録情報】
[審査]
2003.12.25 願書
2003.12.25 認定･付加情報
2004.12.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.01.21 手続補正書
2005.01.21 意見書
2005.04.05 拒絶査定

通常:
2002-049373
標準

通常 2003-033255

通常 2003-111031

通常:
2003-115018
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

14
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No.

商標（見本）

5

6

商標

ザ・キュースイ

Ｌｅａｒｎｉｎｇ Ｃｏｓｔｕｍｅ

種別 出願番号

区分

8

9

10

マツ毛 ゴムロット

25,41

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，耳覆い，ずき
ん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，仮装用衣服，運動用特殊衣服
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），映画・演芸・演劇・音楽又は教育研
修のための施設の提供，テレビ受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコー
ド又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，通訳，翻訳
【26】まつ毛カーラー

通常 2003-116027

通常 2003-116563

通常:
2004-000635
標準

【中間記録情報】
[審査]
2004.01.07 願書
2005.01.05 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.05 拒絶査定

【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 【中間記録情報】
[審査]
殊衣服，運動用特殊靴
2004.01.23 願書
2004.01.23 認定･付加情報
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.01 拒絶査定

23

【23】糸

【中間記録情報】
[審査]
2004.01.23 願書
2004.01.23 認定･付加情報
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.01 拒絶査定

25

【25】被服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（乗馬靴を除く）

【中間記録情報】
[審査]
2004.01.08 願書
2004.03.12 手続補正指令書(出願)
2004.03.15 手続補正書(方式)
2004.04.21 認定･付加情報
2004.12.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.01.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.01.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.04.22 拒絶査定
2005.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ファーストコットン／ＦＩＲＳＴＣＯＴ
通常 2004-005421
ＴＯＮ

通常 2004-005703

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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]
2003.12.17 願書
2004.01.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.01.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.01 拒絶査定

25
ＦＩＲＳＴ ＱＵＡＬＩＴＹ＼ファースト
通常 2004-005420
クオリティー

ビューティーアップ＼Ｂｅａｕｔｙ
Ｕｐ

中間記録

【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，ビニルクロス，ラバークロス，ろ過布，布製 【中間記録情報】
身の回り品，敷布，布団カバー，布団，毛布，まくらカバー，織物製テーブルナプキン，ふき [審査]
2003.12.26 願書
ん，シャワーカーテン，カーテン，布製ラベル，ビリヤードクロス，織物製トイレットシートカ
2004.01.05 認定･付加情報
バー
2004.06.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2004.08.03 意見書
2004.08.03 代理人受任届
2004.08.31 認定･付加情報
2004.09.24 上申書
2004.10.14 上申書
2004.10.29 上申書
2004.10.29 手続補足書
2004.12.01 認定･付加情報
2005.04.15 拒絶査定

26
7

指定商品・役務

24
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No.

11

12

13

14

商標（見本）

商標

ＢＬＵＥ ２

芭蕉織大島

山吹

メディカルビューティ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】被服，履物，ベルト，帽子

【中間記録情報】
[審査]
2004.02.02 願書
2004.02.12 手続補正指令書(出願)
2004.02.24 代理権変更届
2004.02.24 優先権証明書提出書
2004.02.24 手続補足書
2004.03.12 手続補正書(方式)
2004.04.05 上申書
2004.04.06 認定･付加情報
2004.04.06 認定･付加情報
2004.04.06 認定･付加情報
2004.04.06 認定･付加情報
2004.04.06 認定･付加情報
2004.04.06 認定･付加情報
2004.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.09.01 期間延長請求書
2004.09.01 認定･付加情報
2004.10.08 上申書
2004.10.13 意見書
2004.10.13 認定･付加情報
2004.10.13 認定･付加情報
2004.10.14 手続補足書
2004.11.12 認定･付加情報
2004.11.16 意見書
2004.11.19 認定･付加情報
2005.04.19 拒絶査定
2005.08.11 手続補正書
2005.08.11 手続補足書
2007.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25

【25】和服

【中間記録情報】
[審査]
2004.02.16 願書
2004.02.16 認定･付加情報
2004.12.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.15 拒絶査定

25

【25】作業用被服，作業用履物

【中間記録情報】
[審査]
2004.02.17 願書
2004.08.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.10.04 手続補正書
2004.10.04 意見書
2005.04.01 拒絶査定

25

【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 【中間記録情報】
殊衣服，運動用特殊靴
[審査]
2004.02.18 願書
2004.02.26 認定･付加情報
2005.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.13 拒絶査定

優先:
2004-008549
標準

通常:
2004-012865
標準

通常:
2004-013893
標準

通常:
2004-014151
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

25
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No.

15

16

17

18

商標（見本）

商標

パチパチガード

パチパチシャット

かぜひかん

ＣＯＴＴＯＮ ＢＥＬＴ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【25】静電気防止加工を施した被服，静電気防止加工を施した靴下止め，静電気防止加工 【中間記録情報】
を施したズボンつり，静電気防止加工を施したバンド，静電気防止加工を施したベルト，静 [審査]
電気防止加工を施した履物，静電気防止加工を施した仮装用衣服，静電気防止加工を施 2004.02.27 願書
2004.04.13 認定･付加情報
した運動用特殊衣服，静電気防止加工を施した運動用特殊靴
2004.09.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.10.27 手続補正書
2004.10.27 意見書
2005.04.01 拒絶査定

25

【25】静電気防止加工を施した被服，静電気防止加工を施した靴下止め，静電気防止加工 【中間記録情報】
を施したズボンつり，静電気防止加工を施したバンド，静電気防止加工を施したベルト，静 [審査]
電気防止加工を施した履物，静電気防止加工を施した仮装用衣服，静電気防止加工を施 2004.02.27 願書
2004.04.13 認定･付加情報
した運動用特殊衣服，静電気防止加工を施した運動用特殊靴
2004.09.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.10.27 手続補正書
2004.10.27 意見書
2005.04.01 拒絶査定

25

【25】ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子

【中間記録情報】
[審査]
2004.03.04 願書
2004.08.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2004.09.16 手続補正書
2004.10.29 補正の却下の決定
2005.04.01 拒絶査定

25

【25】被服，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]
2004.04.27 願書
2004.04.28 認定･付加情報
2004.10.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.11.01 出願人名義変更届
2004.12.13 手続補正書
2004.12.13 手続補正書
2004.12.14 認定･付加情報
2004.12.14 認定･付加情報
2004.12.14 認定･付加情報
2005.01.14 期間延長請求書
2005.01.14 認定･付加情報
2005.02.14 上申書
2005.02.16 認定･付加情報
2005.03.16 意見書
2005.03.16 認定･付加情報
2005.03.17 手続補足書
2005.04.14 認定･付加情報
2005.04.15 拒絶査定
2005.05.19 手続補正書
2005.05.19 出願人名義変更届
2005.05.19 手続補正書
2005.07.12 認定･付加情報
2005.07.12 認定･付加情報
2005.07.12 認定･付加情報
2005.07.25 手続補正書
2005.09.22 手続補正書(方式)
2005.09.28 手続補足書
2007.01.09 手続補正書
2007.01.09 上申書

通常 2004-022534

通常 2004-022535

通常 2004-024615

通常:
2004-040106
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

25
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25,35,41,42,45

19

あっぱれ！ニッポン！

通常 2004-040839

10,14,15,16,28,35,3
6,37,38,39,40,41,42,
43,44,45

20

シーズカフェ＼Ｃ’ｓ ＣＡＦＥ

通常 2004-041933

14

21

ガムランボール＼Ｇａｍｅｌａｎｂａｌ
通常 2004-043726
ｌ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金
具」を除く。），靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，仮
装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【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
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
【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，
吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，
避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッ
サージ器，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【14】時計，貴金属，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，宝玉及びその模造品，
宝玉の原石
【15】調律機，楽器，演奏補助品，音さ
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【35】インターネットによる広告その他の広告，プロモーションビデオの制作，広告用の光学
式記録媒体の作成，ウエブサイト上における広告スペースの提供又はこれに関する情報
の提供，通信ネットワークを利用した広告その他の広告，販売促進のための払い戻し分蓄
積式証票の発行その他のトレーディングスタンプの発行又はこれらに関する情報の提供，
経営の診断及び指導，市場調査，インターネット若しくは電子計算機端末を利用した商品
の在庫管理・受発注管理データ・請求管理・支払管理・入出荷管理・売上管理・顧客の管理
【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
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2004.04.28 願書
2004.04.30 認定･付加情報
2004.11.05 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2004.12.13 手続補正書
2004.12.13 手続補足書
2004.12.13 認定･付加情報
2005.01.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.15 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.05.07 願書
2004.11.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.11.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.12.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.12.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.12.03 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2004.12.03 拒絶理由通知書(その他(第4条1項11号を
除く))
2005.01.11 手続補正書
2005.01.11 代理人受任届
2005.01.11 意見書
2005.01.21 認定･付加情報
2005.01.21 認定･付加情報
2005.04.01 拒絶査定
2005.07.29 手続補正書(方式)
2007.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.17 手続補正書

【中間記録情報】
[審査]
2004.05.12 願書
2004.10.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.12.08 意見書
2005.01.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.03.24 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.04.08 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０４.xls
No.

22

23

24

商標（見本）

商標

図形商標

ＡＺＺＵＲＲＩ＼アズーリ

オーナメントホルダー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

18,25

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革
【25】被服，履物，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ 【中間記録情報】
[審査]
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
2004.06.09 願書
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め， 2004.12.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金 号)
具」を除く。），靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，仮 2005.04.01 拒絶査定
装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴

14,28,30

【14】キーホルダー
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
【30】菓子及びパン

通常 2004-053063

通常 2004-053167

通常:
2004-053969
標準

【中間記録情報】
[審査]
2004.06.08 願書
2004.06.10 認定･付加情報
2004.11.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.06 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.06.10 願書
2005.01.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.05 拒絶査定
2005.04.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

11,16,20,24,25,35,3 【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，熱交換器，ボイラー，暖冷房装置，冷 【中間記録情報】
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 [審査]
6,37,42

25

東京ハウス

通常 2004-054022

25
26

キッズローブ

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，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，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
【16】紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】家具，貯蔵槽類（金属製又は石製のものを除く。），プラスチック製バルブ（機械要素に
当たるものを除く。），カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナッ
ト・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属製ものを除く。），座金及びワッ
シャー（金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製
のものを除く。），木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，葬祭用具，荷役用パレット
（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，クッション，座布団，まくら，マットレス，愛玩動物用
ベッド，アドバルーン，犬小屋，うちわ，買い物かご，額縁，家庭用水槽（金属製又は石製の
ものを除く。），きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），工具箱（金属製のものを除
く。），小鳥用巣箱，ししゅう用枠，植物の茎支持具，食品見本模型，人工池，すだれ，スト
ロー，スリーピングバッグ，せんす，装飾用ビーズカーテン，タオル用ディスペンサー（金属
製のものを除く。），つい立て，ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），旗ざお，
ハンガーボード，びょうぶ，ベンチ，帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），盆（金属製のも
のを除く。），マネキン人形，麦わらさなだ，木製又はプラスチック製の立て看板，郵便受け
【25】子供用バスローブ，子供服，バスローブ

通常 2004-055640

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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2004.05.31 願書
2004.06.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.07.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.11.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.12.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.12.24 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))
2005.04.08 拒絶査定
2006.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
[審査]
2004.06.16 願書
2004.06.17 認定･付加情報
2004.11.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 拒絶査定

2007/3/1
8／19

３条拒絶（繊維）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

27

ビューティヒップ

通常:
2004-055707
標準

指定商品・役務

中間記録

【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 【中間記録情報】
[審査]
殊衣服，運動用特殊靴
2004.06.16 願書
2004.12.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.04.01 拒絶査定

09,14,16,21,24,25,2 【09】自動販売機，救命用具，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光 【中間記録情報】
学機械器具，測定機械器具，電池，電気アイロン，電気通信機械器具，電子応用機械器具 [審査]
8,30,32,35,42

28

魔弾戦記

通常:
2004-056336
標準

02,18,25,27,28,37

29

空気触媒

通常 2004-058258

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

及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用の
プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエットスーツ，浮袋，
水泳用浮き板，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子
回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済
みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
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
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【21】ガラス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。），陶磁製包装用容器，ガラ
ス製栓，ガラス製ふた，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄
瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米びつ，食品保存
用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂糖入れ及び
【02】消臭用溶液，抗菌用溶液，防カビ用溶液，防汚用溶液
【18】ハンドバッグ，ボストンバッグ，リュックサック，その他かばん類，犬の胴着
【25】洋服，セーター類，ポロシャツ，寝巻き類，下着，靴下，手袋，帽子，履物，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴
【27】敷物，洗い場用マット，壁紙
【28】がん具，遊戯用具及び運動用具
【37】タイル工事，塗装工事，内装仕上工事
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2004.06.17 願書
2004.06.17 認定･付加情報
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2005.04.01 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.06.10 願書
2004.06.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.07.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.12.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.12.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.12.24 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.04.01 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11,14,18,20,21,25

30

ｅ．ｍ．

通常 2004-059754

09,14,18,20,25

31

Ｇｏｏｄ ＲＥＣＹＣＬＥ＼グッド・リ
通常 2004-060396
サイクル

25
32

応援Ｔ

指定商品・役務
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類
【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
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，皮革
【20】カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょ
う・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴ
ム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），
クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ネー
ムプレート及び標札（金属製のものを除く。），家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビー
ズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，揺りかご，幼児用歩行器，マネキン人形，洋服飾
り型類，額縁，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，木製彫刻，きば，鯨のひげ，甲殻，人工
角，ぞうげ，角，歯，べっこう，骨，さんご
【21】ガラス製又は陶磁製の包装用容器，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイス
ボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，
こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製
のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く），ざる，
シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すり
ばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふ
るい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除
く。），清掃用具及び洗濯用具，ろうそく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），寝
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，電子応用機械器具及
びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲー
ムおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュ
レーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用
信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，火災報知機，
ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防
艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防
毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スラ
イドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子
出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，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，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，
レギュレーター，アーク溶接機，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉自動開閉
装置，耳栓
【14】貴金属，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，貴金属製の花瓶・
水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及
び財布，貴金属製喫煙用具，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，記
念カップ，記念たて，キーホルダー
【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

通常:
2004-060846
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]
2004.06.15 願書
2004.07.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.07.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.12.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.01.07 意見書
2005.02.18 手続補正指令書(中間書類)
2005.02.24 手続補正書
2005.02.24 意見書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.03.31 認定･付加情報
2005.03.31 認定･付加情報
2005.04.15 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.06.30 願書
2005.03.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.12 意見書
2005.04.22 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.01 願書
2004.07.01 認定･付加情報
2004.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.21 拒絶査定
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No.

33

34

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.14 願書
2004.07.21 認定･付加情報
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.02.22 意見書
2005.02.22 手続補足書
2005.03.28 認定･付加情報
2005.03.28 認定･付加情報
2005.04.08 拒絶査定
2005.05.09 手続補正書
2005.10.07 登録料納付
[登録]
2005.10.03 登録査定書
2005.10.07 設定納付書
2005.11.01 登録証

14,16,41

【14】身飾品，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，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
【16】雑誌，新聞，カタログ，カレンダー，ニューズレター，パンフレット，絵はがき，歌集，地
図，日記帳，その他の印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用のの
り及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用イン
クリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製
図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計
器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児
用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製
ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属
品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，
印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提
供，献体の手配，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
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動
用特殊靴

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.14 願書
2005.01.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.03.04 意見書
2005.03.04 手続補足書
2005.04.04 認定･付加情報
2005.04.12 拒絶査定

【24】タオル

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.08 願書
2004.12.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.08 拒絶査定

ヘアリバース＼ＨＡＩＲ ＲＥＢＩＲ
通常 2004-065115
ＴＨ

情報大学

ＬＥＧＳＫＩＮ

通常:
2004-065477
標準

通常 2004-066075

24
36

食べれるタオル

通常 2004-067999

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【26】頭飾品，つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。）

25
35

指定商品・役務

26
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【中間記録情報】
[審査]
2004.07.02 願書
2005.01.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.15 拒絶査定
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No.

37

38

39

40

41

42

43

商標（見本）

商標

§ＪＡＰＡＮ

美脚パンプス

§Ｊｅｎｏｖａ＼ジェノバ

§Ｓａｔｓｕｍａ＼Ｂｕｔｔｏｎｓ

ＮＡＴＵＲＡＬ＆ＣＬＥＡＲ

千代布

メディカルかつら

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【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 【中間記録情報】
[審査]
殊衣服，運動用特殊靴
2004.07.23 願書
2004.07.23 認定･付加情報
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.07 拒絶査定

25

【25】パンプス，その他の履物

14,25

【14】宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，身飾品，貴金属，貴金属製食器類，貴金属 【中間記録情報】
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 [審査]
2004.07.27 願書
キンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製の花瓶及び水盤，貴金属製針箱，貴金属製宝石
箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口及び財布，貴金属製コン 2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
パクト，貴金属製靴飾り，貴金属製喫煙用具，時計，記念カップ，記念たて，キーホルダー 2005.04.08 拒絶査定
【25】下着，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用
衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

26

【26】ボタン類

25

【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 【中間記録情報】
殊衣服，運動用特殊靴
[審査]
2004.07.28 願書
2004.07.28 認定･付加情報
2005.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.07 拒絶査定

24

【24】織物，布製身の回り品，織物製ナプキン，ふきん，織物製トイレットシートカバー，織物 【中間記録情報】
[審査]
製いすカバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳
2004.07.28 願書
2005.01.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.08 拒絶査定

26

【26】かつら

通常 2004-068264

通常 2004-068771

通常 2004-069167

通常 2004-069750

通常:
2004-069762
標準

通常:
2004-069779
標準

通常:
2004-069976
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

25
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【中間記録情報】
[審査]
2004.07.26 願書
2004.07.26 認定･付加情報
2004.09.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.11.02 刊行物等提出書
2004.12.01 認定･付加情報
2004.12.07 刊行物等提出による通知書
2004.12.09 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2004.12.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.02.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.04.05 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.28 願書
2005.01.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.04.08 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.29 願書
2004.07.29 認定･付加情報
2005.01.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.08 拒絶査定
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No.

44

45

46

47

48

49

50

商標（見本）

商標

ｆｌｕｆｆｙ＼フルフィー

ＰｏｗｅｒＭｅｓｈ

Ｓｌｉｍｐｏｗｅｒ スリムパワー

ドライメッシュ

ＦｉｔＢａｌａｎｃｅ フィットバランス

谷間メイク

まーるくメイク

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ 【中間記録情報】
[審査]
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
2004.07.29 願書
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め， 2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金 項16号)
具」を除く。），靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，仮 2005.04.08 拒絶査定
装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，履物，運動用特殊衣服

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，履物，運動用特殊衣服

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，履物，運動用特殊衣服

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，履物，運動用特殊衣服

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，履物，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.30 願書
2004.07.30 認定･付加情報
2005.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，履物，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.30 願書
2004.07.30 認定･付加情報
2005.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 拒絶査定

通常 2004-070170

通常:
2004-070482
標準

通常:
2004-070483
標準

通常:
2004-070484
標準

通常:
2004-070486
標準

通常:
2004-070488
標準

通常:
2004-070489
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

25
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【中間記録情報】
[審査]
2004.07.30 願書
2004.07.30 認定･付加情報
2005.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.04.22 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2004.07.30 願書
2004.07.30 認定･付加情報
2005.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2004.07.30 願書
2004.07.30 認定･付加情報
2004.10.28 刊行物等提出書
2004.11.29 認定･付加情報
2004.12.02 刊行物等提出による通知書
2005.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.04.22 拒絶査定
2005.06.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
[審査]
2004.07.30 願書
2004.07.30 認定･付加情報
2005.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０４.xls
No.

51

52

53

54

55

56

商標（見本）

商標

ＮｅｏＣｏｔｔｏｎ ネオコットン

ＣＴネット

ジャパンモヘア

ジャパンアルパカ

Ｓｔｙｌｉｓｈ ｆｉｔ＼スタイリッシュ
フィット

Ｖ．Ｃ．ＰＩＮＫ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】綿製の被服，綿製の運動用特殊衣服

22

【22】網類（金属製又は石綿製のものを除く。），麻網，化学繊維網，ガラス繊維網，絹網，
漁網，防虫網，綿網

24

【24】毛織物，ぬいぐるみ用生地，テディベア用生地

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.16 願書
2004.08.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.08.09 認定･付加情報
2004.08.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 拒絶査定

24

【24】毛織物，ぬいぐるみ用生地，テディベア用生地

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.16 願書
2004.08.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.08.09 認定･付加情報
2004.08.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 拒絶査定

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，ず 【中間記録情報】
[審査]
きん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バン
2004.08.02 願書
ド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2004.08.02 認定･付加情報
2005.01.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.02.28 意見書
2005.03.01 認定･付加情報
2005.04.27 拒絶査定
2005.08.09 手続補正書(方式)
2006.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.31 登録料納付
[登録]
2006.10.10 登録査定書
2006.10.31 設定納付書
2006.11.21 登録証

25

【25】被服，洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和
服，エプロン，えり巻き，靴下，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手
袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，耳
覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子

通常:
2004-070490
標準

通常:
2004-070696
標準

通常 2004-070881

通常 2004-070882

通常 2004-071182

通常 2004-071865

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

25
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【中間記録情報】
[審査]
2004.07.30 願書
2004.07.30 認定･付加情報
2005.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.04.22 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2004.07.30 願書
2004.09.03 手続補正指令書(出願)
2004.09.21 手続補正書
2004.10.22 認定･付加情報
2005.01.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.22 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.08.04 願書
2004.08.04 認定･付加情報
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.03.31 意見書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.04.15 拒絶査定
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No.

57

58

商標（見本）

商標

ＭＥＮ’Ｓ ＭＡＲＴ

メンズマート

種別 出願番号

60

２１２ ＮＹ＼７１８ ＴＨＥ ＢＲＯ
ＮＸ＼２１２ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ＼
７１８ ＱＵＥＥＮＳ＼７１８ ＢＲＯ 通常 2004-072244
ＯＫＬＹＮ＼７１８ ＳＴＡＴＥＮＩＳＬ
ＡＮＤ

62

Ｃ１０００

18,25

【18】かばん類，袋物，傘
【25】被服、履物

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.23 願書
2004.08.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.08.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.08.31 再送
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.08 拒絶査定

18,25

【18】かばん類，袋物，傘
【25】被服、履物

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.23 願書
2004.08.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.08.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.08.31 再送
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.08 拒絶査定

25

【25】被服，洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和 【中間記録情報】
服，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋 [審査]
2004.07.23 願書
カバー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
マフラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止
め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・ 2005.04.08 拒絶査定
靴保護金具」を除く。），靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，
草履類，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴

24

【24】布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.26 願書
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.22 拒絶査定

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ズキン，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金
具」を除く。），靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，仮
装用衣装，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金
具」を除く。），靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，仮
装用衣装，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.23 願書
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.08 拒絶査定

通常 2004-072203

通常:
2004-072745
標準

通常:
2004-072781
標準
25

63

Ｃ１０００

通常 2004-072785

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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]
2004.07.23 願書
2004.08.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.08.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.08.31 再送
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.08 拒絶査定

通常 2004-072202

ＭＥＮ’Ｓ マート

安心安心

指定商品・役務
【18】かばん類，袋物，傘
【25】被服、履物

通常 2004-072201

59

61

区分
18,25
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【中間記録情報】
[審査]
2004.07.23 願書
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.08 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０４.xls
No.

64

65

66

67

68

商標（見本）

商標

ビタミンレモン

ＣＡＰ ＭＡＲＫＥＲ

種別 出願番号

区分

25,26,28

【25】帽子
【26】衣服用バッジ
【28】運動用具

【中間記録情報】
[審査]
2004.08.06 願書
2004.08.06 認定･付加情報
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.02.24 意見書
2005.02.24 代理人受任届
2005.02.25 認定･付加情報
2005.02.25 認定･付加情報
2005.04.15 拒絶査定

14

【14】身飾品（「カフスボタン」を除く。）

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.28 願書
2005.01.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.08 拒絶査定

26

【26】ボタン類

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.26 願書
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.08 拒絶査定

24,25

【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
【中間記録情報】
[審査]
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
2004.08.11 願書
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織 2004.08.19 認定･付加情報
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
ビリヤードクロス，布製ラベル
2005.04.22 拒絶査定
【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
【23】糸
【中間記録情報】
[審査]
2004.08.12 願書
2004.08.12 認定･付加情報
2005.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.21 拒絶査定

通常 2004-072786

通常:
2004-073306
標準

ＮＯＮ－ＨＯＬＥ＼ＰＩＥＲＣＥ＼Ｙ
通常 2004-073824
ｏｓｈｉｍｏｔｏ

ＳＡＴＳＵＭＡＢＵＴＴＯＮＳ＼サツ
通常 2004-073868
マボタンズ

ハイゴージャス

ＳＩＬＫＥＬＥＧＡＮＴＥ＼シルクエ
レガンテ

通常:
2004-074401
標準

通常 2004-074776

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ 【中間記録情報】
[審査]
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
2004.07.23 願書
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め， 2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金 項16号)
具」を除く。），靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，仮 2005.04.08 拒絶査定
装用衣装，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴

23
69

指定商品・役務

25
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
21,24

70

サット＼シート∞ふきとる

通常 2004-074780

25
71

72

73

74

ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ ＤＲＹ＼エクセ
レントドライ

通常 2004-075049

おてふきさん

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.30 願書
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 拒絶査定

【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 【中間記録情報】
[審査]
殊衣服，運動用特殊靴
2004.07.30 願書
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 拒絶査定

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，和服，下着，水泳着，水泳帽，エ 【中間記録情報】
[審査]
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
2004.08.03 願書
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め， 2005.01.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類，げた，草履類，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用 第4条1項11号)
2005.04.15 拒絶査定
特殊鞄

24

【24】布製身の回り品

通常 2004-075554

通常:
2004-076762
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]
2004.08.12 願書
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 拒絶査定

25
ＥＸＴＲＡ ＦＵＮＣＴＩＯＮ＼エクス
通常 2004-075050
トラファンクション

Ｔｒｕｅ Ｂｌｕｅ

指定商品・役務
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），
ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除
く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー
豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り
分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモ
ン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，トイレット
ペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用
金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディスペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除
く。），風鈴，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き
布，軽便靴クリーナー，シューツリー，コッフェル，ブラシ用豚毛
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織
【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
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【中間記録情報】
[審査]
2004.08.06 願書
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 拒絶査定
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No.

75

76

77

78

79

80

商標（見本）

商標

イエローブーツ

はないかだ＼花筏

種別 出願番号

区分

歩いて健康

美脚シューズ

25

【25】和服

25

【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 【中間記録情報】
[審査]
殊衣服，運動用特殊靴
2004.08.26 願書
2004.09.06 手続補正指令書(出願)
2004.09.07 手続補正書(方式)
2004.10.07 認定･付加情報
2005.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.04.27 拒絶査定

24

【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
【中間記録情報】
[審査]
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
2004.09.01 願書
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織 2004.09.01 認定･付加情報
2005.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
項16号)
ビリヤードクロス，布製ラベル
2005.04.21 拒絶査定

12,18,25

【12】乳母車，老人用歩行補助車，買物用手押し車
【18】ステッキ，ステッキホルダー，つえ，つえ金具，つえの柄
【25】履物

【中間記録情報】
[審査]
2004.09.07 願書
2005.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.03.28 手続補正書
2005.03.28 意見書
2005.04.22 拒絶査定
2005.07.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25

【25】靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）

【中間記録情報】
[審査]
2004.09.08 願書
2004.09.08 認定･付加情報
2005.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.03.28 意見書
2005.04.22 拒絶査定
2006.02.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2004-078176

通常 2004-078334

通常 2004-080571

通常:
2004-082542
標準

通常:
2004-082827
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

【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 【中間記録情報】
[審査]
殊衣服，運動用特殊靴
2004.08.11 願書
2005.01.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 拒絶査定

Ｌ’ＡＴＥＬＩＥＲ ＤＥ ＰＡＲＩＳ＼ラ
通常 2004-078911
トリエ ドゥ パリ

ＦＡＳＴＤＲＹ＼ファーストドライ

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
[審査]
2004.08.25 願書
2005.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.18 拒絶査定
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No.

81

82

83

84

85

86

商標（見本）

商標

おびしんや 尾関商店

ふくえん＼福縁

美脚感覚

ｓｔｒｅｔｃｈ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】帯芯，その他の和服

【中間記録情報】
[審査]
2004.09.10 願書
2005.02.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.03.22 意見書
2005.04.05 拒絶査定

09,14,18

【09】携帯電話機用ストラップ
【14】キーホルダー，身飾品
【18】お守り入れ，その他のかばん類・袋物

【中間記録情報】
[審査]
2004.09.14 願書
2004.09.14 認定･付加情報
2005.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.03.01 意見書
2005.03.02 手続補足書
2005.03.02 認定･付加情報
2005.04.04 認定･付加情報
2005.04.15 拒絶査定

25

【25】履物

【中間記録情報】
[審査]
2004.09.17 願書
2004.09.17 認定･付加情報
2005.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.03.28 意見書
2005.04.15 拒絶査定
2006.02.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ 【中間記録情報】
[審査]
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
2004.08.31 願書
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め， 2005.02.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用衣服，運動用特殊衣服
2005.03.03 意見書
2005.04.22 拒絶査定

23

【23】糸

14

【14】宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，宝玉を使用してなる身飾品

通常 2004-083796

通常 2004-084503

通常:
2004-086101
標準

通常 2004-087339

ＥＸＴＲＡＦＩＮＥ＼エクストラファイ
通常 2004-088700
ン

ヒーリングジュエリー

通常:
2004-094454
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

25
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【中間記録情報】
[審査]
2004.09.28 願書
2004.09.28 認定･付加情報
2005.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.04.05 意見書
2005.04.05 認定･付加情報
2005.04.14 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2004.10.15 願書
2004.10.15 認定･付加情報
2005.03.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.15 手続補正書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.04.15 認定･付加情報
2005.04.15 意見書
2005.04.27 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
24

87

はなつむぎ＼花紬

通常 2004-095109

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

【24】紬織物，紬織物製の身の回り品，紬織物を使用した布団，紬織物を使用した布団カ 【中間記録情報】
バー，紬織物を使用した布団側，紬織物を使用したまくらカバー，紬織物を使用したのぼり [審査]
2004.10.18 願書
及び旗，紬織物製のいすカバー，紬織物製の壁掛け，紬織物製のカーテン，紬織物製の
テーブル掛け，紬織物を使用したどん帳，紬織物を使用した紅白幕，紬織物を使用した布 2005.03.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
製ラベル
2005.04.05 手続補正書
2005.04.05 意見書
2005.04.26 拒絶査定
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