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No.

商標（見本）

1

2

3

4

商標

部屋干し

ブータン

ＢＬＵＥ ＢＬＡＮＣ

リーディングスタビライザー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【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
2003.03.07 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 2003.03.11 認定･付加情報
2003.08.18 早期審査に関する事情説明書
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
2003.08.20 認定･付加情報
【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 2003.09.30 早期審査に関する報告書
2003.10.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
殊衣服，運動用特殊靴
第4条1項11号)
2003.11.12 意見書
2003.12.11 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2003.12.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.01.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.01.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.04.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.04.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.07.06 上申書
2005.11.24 上申書
2006.05.08 拒絶査定

16,25,28,41

【16】紙類，文房具類
【25】被服及び履物
【28】ぬいぐるみ
【41】携帯電話及びインターネット通信による待受画面及びゲームの提供

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
2004.11.17 願書
2005.04.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.05.31 意見書
2006.05.12 拒絶査定

25

【25】履物

通常:
2003-018314
標準

通常 2004-097031

通常 2004-105277

通常:
2005-021540
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

24,25

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2004.10.08 願書
2004.10.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.11.05 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.11.12 手続補正指令書(出願)
2004.12.10 上申書
2005.01.18 認定･付加情報
2005.01.18 認定･付加情報
2005.06.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.11 願書
2005.03.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.03.15 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.29 意見書
2005.11.29 物件提出書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

5

ＳＣＡＮＴＹ

通常:
2005-026266
標準

20,24,31

6

けつめいし＼ケツメイシ＼決明
通常 2005-027343
子＼ＫＥＴＳＵＭＥＩＳＨＩ

18
7

バウル＼ＢＡＵＬＥ

通常 2005-032372

25

8

半額屋

通常:
2005-033236
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

【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
2005.03.25 願書
2005.08.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.07 期間延長請求書
2005.12.05 上申書
2006.05.26 拒絶査定
2006.09.22 手続補正書(方式)
2006.09.22 手続補正書
2006.09.22 手続補足書
2006.10.27 手続補正書
2006.10.27 手続補足書
2007.05.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用い
【中間記録情報】
す，理髪店用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金 [審査]
属製又は石製のものを除く。），輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金 2005.03.29 願書
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 2005.04.06 認定･付加情報
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 2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
2006.01.18 意見書
ら，マットレス，麦わらさなだ，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆
2006.05.12 拒絶査定
（金属製のものを除く。），ししゅう用枠，ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），
旗ざお，うちわ，せんす，植物の茎支持具，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，きゃ
たつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），帽子
掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，家庭用水槽（金属製又は石製のものを除
く。），ハンガーボード，工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディスペンサー（金属製の
ものを除く。），家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょう
ぶ，ベンチ，アドバルーン，木製又はプラスチック製の立て看板，食品見本模型，人工池，
葬祭用具，揺りかご，幼児用歩行器，マネキン人形，洋服飾り型類，スリーピングバッグ，
額縁，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，木製彫刻，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，
木皮，あし，い，おにがや，すげ，すさ，麦わら，わら，きば，鯨のひげ，甲殻，人工角，ぞう
げ，角，歯，べっこう，骨，さんご
【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
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，経かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードク
【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
【中間記録情報】
[審査]
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
2005.04.12 願書
2005.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.19 意見書
2006.05.30 拒絶査定
【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】
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
[審査]
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
2005.04.14 願書
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， 2005.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2005.10.25 意見書
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 2005.10.25 手続補足書
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
2005.11.25 認定･付加情報
2006.05.08 拒絶査定
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No.

商標（見本）

9

10

商標

種別 出願番号

区分

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
2005.04.22 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 2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，経かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードク 号)
2006.01.11 意見書
ロス，布製ラベル
2006.02.16 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶査定
【25】ゆかた
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2005.05.13 認定･付加情報
2005.06.09 早期審査に関する事情説明書
2005.07.06 認定･付加情報
2005.07.08 早期審査に関する報告書
2005.07.15 早期審査選定結果の通知書
2005.10.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.22 手続補正書
2005.11.22 認定･付加情報
2005.11.22 意見書
2005.11.22 認定･付加情報
2005.11.24 手続補足書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-041188
標準

25

11

12

13

美しいキモノ

ペアアンダーウエア

ＡＩＲＰＬＵＳ

通常 2005-041888

25

【25】被服，履物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.31 願書
2005.06.03 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.06 再送
2006.02.07 再送
2006.05.12 拒絶査定
2006.05.23 再送

25

【25】履物

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.02 願書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.02.13 期間延長請求書
2006.05.26 拒絶査定

通常:
2005-047850
標準

通常:
2005-049042
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
2005.04.14 願書
2005.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.13 意見書
2005.12.14 手続補足書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶査定
2006.10.18 手続補正書(方式)
2006.10.18 出願人名義変更届
2006.10.18 手続補足書
2006.10.18 手続補足書
2006.10.18 手続補足書

ＭＬ ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＬＯＮＤＯＮ 通常 2005-033319

撃打完勝

指定商品・役務

25
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No.

14

15

16

17

18

19

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

ＲＯＭＡＮＴＩＣ

14

【14】イヤリング，カフスボタン，ネックレス，ブレスレット，ペンダント，装身用指輪，装身用 【中間記録情報】
[審査]
チェーン，ロケット，その他の身飾品，装身用キーホルダー，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 2005.06.14 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
うじ入れ，その他の貴金属製食器類，貴金属製の宝石箱，貴金属製の花瓶及び水盤，貴
金属製のろうそく立て，貴金属製のがま口，貴金属製靴飾り，貴金属製コンパクト，貴金属 条1項11号を除く))
2005.12.01 手続補正書
製財布，貴金属製喫煙用具，時計バンド，その他の時計の部品及び附属品，時計
2006.01.05 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶査定

14

【14】時計

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.15 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

14

【14】時計，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.06.17 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 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]
2005.06.20 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.13 期間延長請求書
2006.04.04 意見書
2006.04.04 手続補足書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶査定
2006.11.09 手続補正書(方式)
2006.11.09 手続補正書(方式)
2006.11.09 手続補正書(方式)
2006.11.09 手続補足書
2006.11.09 手続補正書

14,28

【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・塩振り 【中間記録情報】
[審査]
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 2005.06.23 願書
2006.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ト及び財布，貴金属製喫煙用具，身飾り品，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
項16号)
2006.05.31 拒絶査定
【28】遊戯用具，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，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，ビリヤード用具，おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，スキーワック
ス，釣り具，昆虫採集用具，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。）

通常 2005-053195

通常:
2005-053748
標準

ＲＩＣＨ ＢＲＯＷＮ＼リッチブラウ
通常 2005-054911
ン

ＣＫ ３９

勝利石

通常 2005-055380

通常:
2005-057320
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

【24】断熱効果を有するポリマー繊維からなる混紡織物，その他の織物，フェルト及び不織 【中間記録情報】
[審査]
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
2005.06.08 願書
2005.06.30 優先権証明書提出書
2005.07.28 認定･付加情報
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.30 拒絶査定

ＴＨＥ ＡＬＬ－ＷＥＡＴＨＥＲ ＩＮ 優先:
2005-051263
ＳＵＬＡＴＩＯＮ
標準

ｍｏｄａ ｉｔａｌｙ

指定商品・役務

24

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（繊維）２００６．０５.xls
No.

20

21

22

23

24

25

商標（見本）

商標

ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ

ラベンナ

エスパルト＼ＥＳＰＡＲＴ

セラミド＼ＣＥＬＡＭＩＤ

ＫＪ１

昭和モダン

種別 出願番号

区分

アンティック

14

【14】身飾品

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，靴下，スカーフ，手袋，ネクタイ，ずきん，帽子
2005.06.30 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.16 手続補正書
2006.02.16 意見書
2006.05.10 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 【中間記録情報】
プロン，靴下，スカーフ，手袋，ネクタイ，ずきん，帽子，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の [審査]
引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。），草履類，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬 2005.06.30 願書
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
靴」を除く。）
項16号)
2006.03.03 意見書
2006.05.10 拒絶査定

25

【25】運動用特殊靴，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.18 願書
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2005.08.18 手続補正書
2005.09.29 認定･付加情報
2005.09.29 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.26 意見書
2006.03.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.04.04 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

14,18,25

【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
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用がん被服類，かばん類，
袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【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
【24】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]
2005.07.04 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-057779
標準

通常:
2005-059435
標準

通常 2005-059548

通常 2005-059552

通常 2005-059934

通常:
2005-060692
標準

通常:
2005-060844
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】時計，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

24
26

指定商品・役務

14

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.30 願書
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.13 意見書
2006.05.16 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.04 願書
2005.07.04 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,10,16,24

27

ズィーズィー＼ＺＺ

通常 2005-060926

25
28

29

30

31

ＳＴＡＰＬＥ

ＧＥＮＯＥＳＥ＼ジェノイーズ

プライクロス

指定商品・役務

中間記録

【03】せっけん類，スプレー式身体用抗菌消臭剤，その他の化粧品
【05】陰唇間衛生パッド，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，コンドーム潤滑用薬剤，局所用潤滑剤，粘膜用潤滑剤，潤滑ゼ
リー，その他の薬剤
【10】避妊用具
【16】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，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
【24】フ
ルト及び不織布
【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]
2005.07.04 願書
2005.07.05 認定･付加情報
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.15 拒絶査定

25

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2005.07.12 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.24 拒絶査定
【25】ジーンズパンツ，スラックス，ジャケット，ティーシャツ，帽子，その他の被服，ガー
【中間記録情報】
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 [審査]
特殊靴
2005.07.12 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.21 意見書
2006.02.21 手続補足書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.05.02 拒絶査定

18

【18】かばん類，袋物

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.13 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.23 拒絶査定

14

【14】装身具及びそれに属する商品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.04 願書
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2005.08.17 手続補正書(方式)
2005.09.22 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-063379
標準

通常 2005-063959

殊衣服，運動用特殊靴

通常:
2005-064526
標準

Ｗｉｒｅ－Ｔｗｉｓｔ Ｊｅｗｅｌｒｙ＼ワイ
通常 2005-065889
ヤーツイストジュエリー

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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３条拒絶（繊維）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,14,16,20,26

32

ＩＤＢＬＯＣＫ＼ＩＤブロック＼アイ
通常 2005-066251
デイ

25
33

34

35

ＰＯＬＹＮＥＳＩＡＮ ＤＥＳＩＧＮ＼
ポリネシアン デザイン

ウォームビズ

かさストラップ

指定商品・役務
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，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ー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 2005-066672

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.20 願書
2005.07.20 手続補足書
2005.07.20 手続補足書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 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】
[審査]
殊衣服，運動用特殊靴
2005.07.20 願書
2005.07.21 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.12 拒絶査定

18

【18】傘用ストラップ，革ひも

通常:
2005-066755
標準

通常 2005-066999

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

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.19 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.27 意見書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶査定
2006.07.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.06 願書
2005.09.02 手続補正指令書(出願)
2005.10.11 再送
2005.10.27 手続補正書(方式)
2005.10.27 上申書
2005.12.19 認定･付加情報
2005.12.19 認定･付加情報
2006.01.06 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.19 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（繊維）２００６．０５.xls
No.

36

37

38

39

40

商標（見本）

商標

ＯＣＴＡＮＧＬＥ

エコ濾布

種別 出願番号

区分

24

【24】織物，ろ過布，プラスチック製クロス

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
2005.07.21 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.09 拒絶査定

14

【14】身飾品，布またはプラスチック製腕輪

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.21 願書
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.24 拒絶査定

11,22,37,38

【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，業務用食器消毒機，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，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
【22】ターポリン，帆，原料繊維，衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿，編みひも，真田ひ
も，のり付けひも，よりひも，綱類，網類（金属製又は石綿製のものを除く。），布製包装用
容器，わら製包装用容器，結束用ゴムバンド，日よけ，雨覆い，天幕，日覆い，よしず，靴
用ろう引き縫糸，ザイル，登山用又はキャンプ用のテント，おがくず，カポック，かんなくず，
木毛，もみがら，ろうくず，牛毛，人毛，たぬきの毛，豚毛（ブラシ用のものを除く。），馬毛，
羽
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知器の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は
保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.09 願書
2005.07.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.05 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.08 手続補正書
2006.03.15 意見書
2006.03.21 手続補足書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-067066
標準

通常:
2005-067191
標準

通常:
2005-067495
標準

Ｗｉｔｈ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｓｉｎｃｅ １９０
通常 2005-068030
１＼ｍＯＲＩＴＡｎＩ

※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】貴金属，宝玉の原石，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 【中間記録情報】
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 [審査]
2005.07.21 願書
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（「カフスボタン」を除く。），カフスボ 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
タン，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 項16号)
2006.05.10 拒絶査定
靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｄｅｓｉｇｎｅｒｓ Ｏｆ
通常 2005-067202
ｆｉｃｅ

ホワイト・バンド

指定商品・役務

14
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.21 願書
2005.07.21 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０５.xls
No.

41

42

43

44

45

商標（見本）

商標

今日も一日がんばろう。

ウエットセンシング吸収体

ＦＩＮＥ ＦＩＴＴＥＲ

ｔｈｅ Ｂｏｎ

ミラノ工房

種別 出願番号

区分

Ｆｉｎｅｓｓｅ

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2005.08.19 手続補正指令書(出願)
2005.09.22 手続補正書(方式)
2005.11.11 手続補正指令書(中間書類)
2005.12.07 手続補正書(方式)
2006.01.20 認定･付加情報
2006.01.20 認定･付加情報
2006.01.20 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

16,25

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.26 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.24 期間延長請求書
2006.05.24 手続補正書
2006.05.24 意見書
2006.05.26 拒絶査定

25

【16】紙製又はセルロース製の乳幼児用使い捨ておむつ，紙製又はセルロース製のパンツ
式おむつ，紙製又はセルロース製の乳幼児用おむつ，紙製又はセルロース製の乳幼児用
トレーニングパンツ，顔拭き用ウェットティッシュペーパー，体拭き用ウェットティッシュペー
パー，その他のウェットティッシュペーパー，紙製キッチンタオル，紙製タオル，紙製ナプキ
ン，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙製又はセルロース製のからだ拭き，紙製又はセ
ルロース製の乳幼児用おしり拭き，衛生手ふき，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，キッ
チンペーパー，トイレットペーパー・ティッシュペーパーその他の紙類，刊行物，出版物，書
籍，雑誌，定期刊行物，その他の印刷物，製本用材料，文房具類，文房具としての又は家
庭用の接着剤，絵画用材料，絵筆及び塗装用ブラシ，教材（器具に当たるものを除く。）
【25】乳児用・幼児用又は子供用外衣，使い捨て下着，その他の乳児用・幼児用又は子供
用下着，乳児用・幼児用又は子供用帽子，その他の乳児用・幼児用又は子供用被服，乳
児用・幼児用又は子供用履物，乳児用・幼児用又は子供用ウエストバンド，乳児用・幼児
【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。）

22

【22】布製トレー，皮革製トレー

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.28 願書
2006.01.31 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))
2006.05.30 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，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
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，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，宝玉及びそ
の原石並びに宝玉の模造品，時計

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.29 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-068035
標準

通常:
2005-068962
標準

通常:
2005-069306
標準

通常 2005-069827

通常:
2005-070359
標準

通常:
2005-070600
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】衣類

14
46

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.27 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.29 願書
2005.08.01 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定

2008/2/14
11／23

３条拒絶（繊維）２００６．０５.xls
No.

47

48

49

50

51

52

53

商標（見本）

商標

元気の宅配便

パワーキャップ

近江縮

高島楊柳

高島クレープ

高島縮

段階ひきしめ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】マッサージクリーム及びその他の化粧品，せっけん類，クリーム，ローション
【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]
2005.07.20 願書
2005.08.09 認定･付加情報
2006.01.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 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，水泳帽

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.02 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 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
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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.02 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 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
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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.02 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 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
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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.02 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 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
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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.02 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
[審査]
用特殊靴
2005.07.20 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-071312
標準

通常 2005-071469

通常:
2005-071688
標準

通常:
2005-071689
標準

通常:
2005-071690
標準

通常:
2005-071691
標準

通常 2005-071839

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

中間記録

03,24
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３条拒絶（繊維）２００６．０５.xls
No.

54

55

56

57

58

59

60

商標（見本）

商標

ひきしめ着圧

ひきしめパワー

スッキリ引き締め

スッキリ脚

グラデーション着圧

立体設計

立体着圧

種別 出願番号

区分

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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
[審査]
用特殊靴
2005.07.20 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.12 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
[審査]
用特殊靴
2005.07.20 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
[審査]
用特殊靴
2005.07.20 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定
2008.01.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
[審査]
用特殊靴
2005.07.20 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定
2006.08.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
[審査]
用特殊靴
2005.07.20 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定
2006.08.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
[審査]
用特殊靴
2005.07.20 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

通常 2005-071841

通常 2005-071844

通常 2005-071845

通常 2005-071846

通常 2005-071847

※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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
[審査]
用特殊靴
2005.07.20 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

通常 2005-071840

通常 2005-071848

指定商品・役務

25
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No.

61

62

63

64

65

66

67

商標（見本）

商標

立体着圧設計

スタイルアップ

ＳＫＵＬＬ

ＳＫＵＬＬ

ＳＫＵＬＬＣＲＯＳＳ

ＳＫＵＬＬＣＲＯＳＳ

モテ

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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
[審査]
用特殊靴
2005.07.20 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
[審査]
用特殊靴
2005.07.20 願書
2005.11.10 刊行物等提出書
2005.12.08 認定･付加情報
2005.12.16 刊行物等提出による通知書
2006.01.19 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定
2006.06.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

18

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.04 願書
2006.02.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.23 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，エプロン，
えり巻き，靴下，ショール，スカーフ，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，帽子，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。），草履類，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]
2005.08.04 願書
2006.02.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.23 拒絶査定

18

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.04 願書
2006.02.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.23 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，エプロン，
えり巻き，靴下，ショール，スカーフ，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，帽子，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。），草履類，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]
2005.08.04 願書
2006.02.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.23 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】
[審査]
殊衣服，運動用特殊靴
2005.08.09 願書
2005.08.19 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.02 拒絶査定

通常 2005-071849

通常 2005-071850

通常 2005-072602

通常 2005-072603

通常 2005-072604

通常 2005-072605

通常:
2005-074427
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.

68

69

70

71

72

73

74

商標（見本）

商標

大人のモテ

ニュー蛇の目

ＴＷＯ ＰＯＩＮＴ ＳＥＴＴＩＮＧ

マシュマロタッチ

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
2005.08.09 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.02 拒絶査定

18

【18】傘

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.10 願書
2005.08.18 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

14

【14】貴金属，貴金属製宝石箱，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.10 願書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.23 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，履物，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.10 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 拒絶査定

25

【25】下着

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.11 願書
2005.08.15 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.14 意見書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.05.16 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】
[審査]
殊衣服，運動用特殊靴
2005.08.11 願書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 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】
[審査]
殊衣服，運動用特殊靴
2005.08.11 願書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定
2006.08.21 手続補正書
2006.08.23 手続補足書
2007.05.18 登録料納付
[登録]
2007.05.16 登録査定書
2007.05.18 設定納付書
2007.06.12 登録証

通常:
2005-074428
標準

通常:
2005-074669
標準

通常 2005-074736

通常:
2005-074775
標準

ブラックフォーマル＼Ｂｌａｃｋ Ｆｏ
通常 2005-075259
ｒｍａｌ

コンパクトフィット

コンパクトスリム

通常 2005-075294

通常 2005-075295

※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
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No.

75

76

77

78

79

80

81

商標（見本）

商標

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，乗馬靴

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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
[審査]
用特殊靴
2005.08.01 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定

25

【25】被服

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.01 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.07 意見書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

25

【25】靴

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.04 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

18

【18】愛玩動物用被服類，愛玩動物用首輪

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.04 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

25

【25】履物，運動用特殊靴

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.17 願書
2005.08.17 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

25

【25】被服

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.06 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定

ｉｎｎｅｒ’ｓ ｍａｋｅｒ＼インナーズ
通常 2005-075449
メーカー

キ・レ・イ

通常 2005-076187

プレッピークラシック＼ＰＲＥＰＰＩ
通常 2005-076417
Ｅ Ｃｌａｓｓｉｃ

図形商標

プチラパン

コンケイブ ソール

やさしい着物

通常 2005-076615

通常 2005-076623

通常:
2005-076842
標準

通常 2005-077350

※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.

82

83

84

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.05 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定

25

【25】洋服，コート，和服，履物，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.19 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2005.12.10 手続補正書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 意見書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定

25,28,35,41,44

【25】被服，履物，運動用特殊衣類，運動用特殊靴
【28】運動用具，体操用具，新体操用具，重量挙げ用具
【35】経営の診断又は経営に関する助言，フランチャイズの事業の管理（インターネットによ
るものを含む。），事業の管理・運営及びこれらに関する指導・助言及び情報の提供，市場
調査
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，運動施設の提供，スポーツの興行の企画・運営又は
開催，運動用具の貸与，エアロビクス・フィットネス・エクササイズ及びウエイトトレーニング
に関する教授，エアロビクス・フィットネス・エクササイズ及びウエイトトレーニングに関する
施設の提供，エアロビクス・フィットネス・エクササイズ及びウエイトトレーニングの興行の企
画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供
【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，
【14】貴金属，貴金属製の宝石箱・コンパクト及び財布，身飾品，宝玉及びその原石並びに
宝玉の模造品，時計，キーホルダー

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.19 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.26 拒絶査定

【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，製図用具，タ
イプライター，チェックライター，謄写版，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，鑑賞魚
用水槽及びその付属品，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
【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，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，靴類，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]
2005.08.22 願書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.15 代理人受任届
2006.03.15 代理人選任届
2006.05.15 拒絶査定
2006.08.23 手続補正書(方式)
2006.08.24 手続補足書
2007.03.23 登録料納付
[登録]
2007.03.05 登録査定書
2007.03.23 設定納付書
2007.04.17 登録証

うがん さがん＼ＵＧＡＮ・ＳＡＧ
通常 2005-077354
ＡＮ

ＡＩＲＣＯＯＬ＼エアークール

サーキットエクササイズ

ＢＡＳＥＬ ＵＮＤ ＳＯＥＨＮＥ

通常 2005-077604

通常:
2005-077631
標準

通常 2005-077768

14,16,18,25

86

Ｈａｒａｐｐａ

通常:
2005-077874
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】和服

14
85

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
[審査]
2005.08.09 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定
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No.

87

88

89

商標（見本）

商標

ふっとＨＯＴ＼ふっとほっと

図形商標

ＰＯＭＯＮＡ＼ポモナ

種別 出願番号

区分

あたたかい環境

18,25,28

【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
【中間記録情報】
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
[審査]
【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 2005.08.09 願書
殊衣服，運動用特殊靴
2005.08.30 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【28】運動用具，スキーワックス，釣り具
2006.03.20 意見書
2006.03.20 代理人選任届
2006.03.20 代理人受任届
2006.03.22 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定

14,26,37,40

【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，貴金属製又は貴金属を被覆したピ
ルケース，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，貴金属製靴飾り，
時計，貴金属製喫煙用具
【26】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。），衣服
用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕
章，頭飾品，ボタン類，造花（「造花の花輪」を除く。），靴飾り（貴金属製のものを除く。），靴
はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具
【37】建築工事の斡旋・媒介又は取次ぎ，建築工事に関する助言，建築工事の監理，時計
の修理又は保守，身飾品の修理，かつらの手入れ又は修理，その他の頭飾品の修理，ベ
ルト・バンドの修理，おもちゃ又は人形の修理，眼鏡の修理，毛皮製品・皮革製品の手入れ
又は修理，洗濯，被服のプレス，被服の修理，化粧用具の修理
【40】裁縫，ししゅう，カーテンの仕立て，衣服の更生仕立て直し，甲殻・歯・牙・角・その他
の動物性基礎材料の加工（毛皮の加工を除く。），剥製，貴金属又は貴金属製品（装身具
を除く。）の加工，受託による袋物・バッグ・財布の製作，宝玉及びその模造品の加工，装
【12】車いす，妊婦用シートベルト補助具，自動車用チャイルドシート，その他の自動車並び
にその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，折畳み式
乳母車，その他の乳母車，乳母車の部品及び附属品，人力車，そり，老人用の歩行補助
車，老人用手押し車，その他の手押し車，荷車，馬車，リヤカー
【20】錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・
竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆（金属製のものを除く。），うちわ，せん
す，帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，ハンガーボード，タオル用ディスペン
サー（金属製のものを除く。），家庭用介護ベッド，ベビーベッド，その他のベッド，育児い
す，その他の家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょう
ぶ，ベンチ，揺りかご，いすとしても使用できる歩行器，その他の幼児用歩行器，スリーピン
グバッグ
【25】子守帯，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装
【12】車いす，妊婦用シートベルト補助具，自動車用チャイルドシート，その他の自動車並び
にその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，折畳み式
乳母車，その他の乳母車，乳母車の部品及び附属品，人力車，そり，老人用の歩行補助
車，老人用手押し車，その他の手押し車，荷車，馬車，リヤカー
【20】錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・
竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆（金属製のものを除く。），うちわ，せん
す，帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，ハンガーボード，タオル用ディスペン
サー（金属製のものを除く。），家庭用介護ベッド，ベビーベッド，その他のベッド，育児い
す，その他の家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょう
ぶ，ベンチ，揺りかご，いすとしても使用できる歩行器，その他の幼児用歩行器，スリーピン
グバッグ
【25】子守帯，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装

通常 2005-077957

通常 2005-078276

通常 2005-078611

通常:
2005-078843
標準

12,20,25

91

幸せ精神文化

通常:
2005-078844
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】靴下，手袋，バンダナ，保温用サポーター，マフラー

12,20,25

90

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
[審査]
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.02.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.08 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.23 願書
2005.08.23 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.27 手続補正書
2006.03.27 手続補足書
2006.03.27 意見書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.24 願書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.24 願書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 拒絶査定

2008/2/14
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No.

92

93

94

95

96

97

98

99

商標（見本）

商標

ゲルマパワーループ

ツーフェイスブラ

ＴＷＯ ＦＡＣＥ ＢＲＡ

ＤＥＦＲＡＮＧＥ

§Ｗ

ひきしめパワー

ｏｎ ｔｉｍｅ＼オン タイム

図形商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【14】身飾品

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.24 願書
2005.08.24 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.30 拒絶査定

25

【25】ブラジャー

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.25 願書
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 拒絶査定

25

【25】ブラジャー

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.25 願書
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボン吊り，バンド，ベルト

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.26 願書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.25 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】
[審査]
殊衣服，運動用特殊靴
2005.08.30 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定
2007.04.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，エプロン，靴下，ショール， 【中間記録情報】
スカーフ，手袋，ネッカチーフ，マフラー，帽子，ガーター，靴下止め，バンド，ベルト，靴類， [審査]
2005.08.19 願書
バンダナ，保温用サポーター，げた，草履類
2005.09.13 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.26 拒絶査定
2006.07.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25

【25】履物，運動用特殊靴，被服，運動用特殊衣服

通常 2005-078994

通常:
2005-079630
標準

通常:
2005-079631
標準

通常:
2005-079793
標準

通常 2005-080765

通常:
2005-081265
標準

通常 2005-081691

通常 2005-081810

※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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【中間記録情報】
[審査]
2005.08.31 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.16 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.01 願書
2005.09.01 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.23 意見書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定
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No.

100

101

商標（見本）

商標

伝線防止機能

ゲルマイン＼ＧＥＲＭＡＩＮ

種別 出願番号

区分

暖房いらず

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
2005.09.01 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 2005.09.01 認定･付加情報
2006.02.10 出願人名義変更届
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
2006.02.10 手続補足書
2006.03.10 認定･付加情報
【25】被服
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.02 手続補正書
2006.05.02 意見書
2006.05.09 手続補足書
2006.05.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.19 拒絶査定
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.14 手続補正書(方式)
2006.06.14 手続補足書
2006.08.01 手続補正書(方式)
2007.05.28 登録料納付
[登録]
2007.05.23 登録査定書
2007.05.28 設定納付書
2007.06.19 登録証
【25】セーター類，寝巻き類，下着
【中間記録情報】
[審査]
2005.08.19 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

通常:
2005-081818
標準

通常 2005-081888

通常 2005-082143

※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
2005.09.01 願書
2005.09.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.26 認定･付加情報
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.16 拒絶査定

25
102

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

103

14

【14】貴金属、キーホルダー、貴金属製食器類、基金属性のくるみ割り器・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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.23 願書
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.26 拒絶査定

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]
2005.08.26 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 拒絶査定

03,24

【03】マッサージクリーム及びその他の化粧品，せっけん類，クリーム，ローション
【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]
2005.08.26 願書
2005.09.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

￠Ｐｅｔｉｔ－ｄｅｊｅｕｎｅｒ＼プティデ
通常 2005-082546
ジュネ

105

106

107

Ｄ－ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ

通常:
2005-083014
標準

§ｃｐ＼ｃｏｌｌｅｚｉｏｎｅ＼ｐｒｅｚｉｏｓａ 通常 2005-083072

ゲルマの１００倍

Ｇ１００

通常:
2005-084004
標準

通常:
2005-084005
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]
2005.09.02 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.22 拒絶査定
2006.08.30 手続補正書(方式)
2006.08.30 手続補足書
2007.03.09 登録料納付
[登録]
2007.02.13 登録査定書
2007.03.09 設定納付書
2007.04.10 登録証
2007.08.13 表示変更登録申請書(住所)
2007.09.07 移転登録済通知書

14
104

指定商品・役務
【21】食器類（貴金属製のものを除く。），ガラス製又は陶磁製の包装用容器，ガラス製の置
物，陶磁器製の置物，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，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，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】布製身の回り品，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，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
【14】宝飾品，宝石

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.09.05 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 拒絶査定
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No.

108

109

商標（見本）

商標

§きせつの＼足音

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.26 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

25,35

【25】被服，Ｔ－シャツ，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
【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，ホテル事業の管理，財務書類の作成又は監査若しくは
証明，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
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.31 願書
2005.09.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.05.26 拒絶査定

通常 2005-084012

ＳＯＵＬＯＯＫ＼（ソウルック）

通常 2005-085450

ｐｉｅｃｅ ｏｆ ｃｉｒｃｌｅ

通常:
2005-085569
標準
14,18,35

111

ＤＲＥＳＳＥＲ

通常 2005-085666

14,18,25

112

加賀丸

通常 2005-085668

※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】身飾品

25
110

指定商品・役務

14

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.13 願書
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

【14】時計，身飾品，宝玉及びその模造品，貴金属製宝石箱，貴金属製のがま口及び財
【中間記録情報】
布，貴金属製コンパクト，貴金属製の花瓶及び水盤，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ [審査]
2005.09.13 願書
割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器・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 2005.09.13 手続補足書
靴飾り，貴金属製喫煙用具
2005.09.21 認定･付加情報
【18】かばん類，袋物，皮革製包装用容器，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つ
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
え金具，つえの柄，乗馬用具，皮革，愛玩動物用被服類
号)
【35】広告，広告の制作，広告に関する助言・指導及び情報の提供，広告のための見本市 2006.04.04 手続補正書
及び展示会の企画・運営又は開催，販売又は営業促進のためのトレーディングスタンプ・
2006.04.04 意見書
クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理及び清算，商品の販売
2006.04.06 手続補足書
に関する情報の提供，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，職業のあっせん，
2006.05.09 認定･付加情報
競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，建築物における来訪者 2006.05.26 拒絶査定
の受付及び案内，広告用品の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与， 2006.06.20 手続補足書
求人情報の提供，自動販売機の貸与，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに
2006.06.23 手続補足書
準ずる事務用機器の操作，速記，筆耕
2006.07.18 手続補正書
2006.07.20 手続補足書
2006.08.22 刊行物等提出書
2007.02.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.27 登録料納付
[登録]
2007.09.05 登録査定書
2007.09.27 設定納付書
2007.11.06 登録証
【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 【中間記録情報】
[審査]
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 2005.09.13 願書
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 2005.09.28 認定･付加情報
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具 2006.02.28 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))
【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，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
2006.05.25 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
殊衣服，運動用特殊靴
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

113

ゲルマプリント

通常:
2005-085738
標準

25

114

115

116

117

遍路

美脚×美尻

Ｐｅｒｌａｇｉｏｎｅ＼ペルラジオーネ

指定商品・役務
【25】Ｔシャツ，下着，靴下，被服，水泳着，運動用特殊衣服，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，運動用特殊靴，洋服，コート，セーター類，ワイ
シャツ類，寝巻き類，水泳帽，和服，エプロン，えり巻き，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。），
仮装用衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），空手衣，剣道衣，柔道衣，スキー競技用
衣服，ヘッドバンド，ヤッケ，ユニフォーム及びストッキング，リストバンド，げた，草履類
【25】ティーシャツ，スウェットシャツ

通常:
2005-086903
標準

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.15 願書
2005.09.15 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 意見書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.05.12 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】
[審査]
殊衣服，運動用特殊靴
2005.09.16 願書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.03.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.05 意見書
2006.05.18 拒絶査定
2007.01.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

14

【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

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.21 願書
2005.09.27 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.18 意見書
2006.04.18 手続補足書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定
2006.06.26 手続補足書
2006.08.10 手続補正書
2006.08.10 手続補足書
2007.01.10 登録料納付
2007.10.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
[登録]
2007.01.05 登録査定書
2007.01.10 設定納付書
2007.02.06 登録証
2007.03.02 登録証(再発行)

25

【25】被服，ズボンつり，バンド，ベルト，履物

【中間記録情報】
[審査]
2005.10.06 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.29 意見書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定

通常 2005-087593

通常 2005-088123

Ｈａｗａｉｉａｎ Ｐａｌａｋａ＼ハワイア
通常 2005-093902
ン パラカ

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

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.09.13 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.10 意見書
2006.05.09 拒絶査定
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No.

118

119

商標（見本）

商標

ゆうすみ＼木綿炭

御導き きもの

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【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】
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，織物製テーブルナプキン，ふき [審査]
ん，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製いすカバー，織物 2005.10.13 願書
2005.10.13 手続補足書
製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，シャワーカーテン，織物製トイレットシートカ
バー，布製ラベル，ビリヤードクロス，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），遺体覆い，経か 2005.10.18 職権訂正履歴(職権訂正)
たびら，黒白幕，紅白幕
2005.10.21 職権訂正通知書(職権訂正)
【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 2005.10.21 認定･付加情報
2005.10.21 認定･付加情報
殊衣服，運動用特殊靴
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.03 意見書
2006.05.26 拒絶査定

24

【24】着物用織物，経かたびら

通常 2005-095680

通常 2005-097324

※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

24,25
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【中間記録情報】
[審査]
2005.10.18 願書
2006.04.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.15 意見書
2006.05.15 代理人受任届
2006.05.31 拒絶査定
2006.09.01 手続補正書

