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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

Ｘ―Ｓｏｃｋｓ

Ａ５

ＨＡＲＴＦＯＲＤ

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，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，マフラー，耳覆い，バンダナ，保温用サポー
ター，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，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。），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］
2002.01.21 願書
2003.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2003.08.11 意見書
2003.08.13 手続補足書
2003.09.18 認定･付加情報
2006.04.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.30 拒絶査定

18

【18】バックパック，リュックサック，雑嚢，背負いかばん，バックパック等の背面に附属し荷
重を軽減するための保持具（フレーム），フレーム付バックパック，子供用バックパック，サッ
ク，多目的バッグ，旅行かばん，サイクリング用トラベルバッグ，アタッシュケース，ブリーフ
ケース，パッキングバッグ，財布，がま口，クライマーバッグ，トランク，衣類用バッグ，ハン
ドバッグ，登山用旅行かばん，飾り帯付ハンドバッグ，ショルダーバッグ，メッシュ製のバッ
グ，ショッピングバッグ，トートバッグ，スクールバッグ，本・教科書用バッグ，ウエストポー
チ，ファニーパック，デイパック，キャンプ用バッグ，スーツケース，旅行用ガーメントバッグ，
ソフトスーツケース，旅行かばん用肩掛けベルト，旅行用衣装かばん，旅行用大型かば
ん，ベルトポーチ，学生かばん，スポーツバッグ，ダッフルバッグ，用具携帯収納用バッグ，
テント収納用バッグ，ナップサック，カメラ用バッグ，登山用バッグ，ボストンバッグ，内部又
は外部にフレームを附属させた旅行かばん，その他のかばん類及び袋物，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，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

【中間記録情報】
［審査］
2004.06.11 願書
2004.11.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.02.18 期間延長請求書
2005.03.22 意見書
2005.03.22 認定･付加情報
2005.03.22 手続補足書
2005.03.25 手続補足書
2005.04.21 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定
2006.10.18 手続補正書
2006.12.19 手続補正書(方式)
2006.12.19 手続補足書
2006.12.19 手続補足書

25

【25】被服，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

25

【25】被服，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2004.07.08 願書
2004.12.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.03.14 期間延長請求書
2005.03.15 手続補正書
2005.04.14 上申書
2005.04.25 物件提出命令書(審査部)
2005.04.25 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2005.07.25 期間延長請求書
2005.07.25 上申書
2005.08.25 上申書
2005.12.02 上申書
2006.06.13 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.03.09 願書
2005.03.24 認定･付加情報
2005.07.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.07.27 意見書
2005.07.27 手続補足書
2005.08.24 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.01.18 意見書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.10 拒絶理由通知書(第4条各号+第4条1項11
号)
2006.05.24 意見書
2006.05.24 認定･付加情報

通常 2002-003300

通常:
2004-058196
標準

通常:
2004-063519
標準

もったいない＼ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ＼
通常 2005-020231
Ｒｅｄｕｃｅ Ｒｅｕｓｅ Ｒｅｃｙｃｌｅ

※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
14

5

ロングアイランド

指定商品・役務
【14】時計（「計時用具」を含む。）

通常:
2005-026153
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.03.25 願書
2005.08.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.27 手続補正書
2005.10.27 意見書
2005.10.28 手続補足書
2005.11.28 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定
2006.10.06 手続補正書(方式)
2006.11.30 手続補正書
2006.12.01 手続補足書

14,16,18,20,24,25,3 【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】
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 ［審査］
4

6

Ｐｒｉｎｔａｂｌｅ＼プリンタブル

通常 2005-038096

18,24,25,26,27

7

ナノシルバー

通常 2005-043871

※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。

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。），カフスボタン，貴金属
製のがま口及び財布，宝玉及びその模造品，宝玉の原石，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，家庭用食品包装フイルム，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，サ
インペン，フェルトペン，ボールペン，ブックカバー，その他の文房具類，印刷物，書画
【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，トートバッグ，ウ
エストポーチ，巾着型のかばん，その他のかばん類，名刺入れ，カード入れ，その他の袋
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，革ひも，
原革，原皮，なめし皮，毛皮
【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用い
す，理髪店用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），液体貯蔵槽，
工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カー
テン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・
リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又は
バルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，
【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
【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，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
【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
【26】魚網製作用杼，メリヤス機械用編針，針類，被服用はとめ，テープ，リボン，編みレー
ス生地，刺しゅうレース生地，房類，組みひも，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜
き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除く。），腕止め，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，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。），靴飾り（貴金属製のものを除
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2005.04.27 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.09 手続補正書
2005.11.09 物件提出書
2005.11.09 意見書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.02.10 手続補正書
2006.02.10 意見書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.19 願書
2005.11.16 拒絶理由通知書(第4条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.26 上申書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.26 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10,25,28

8

履くサポーター

通常:
2005-047085
標準

16,25

9

立体商標

通常:
2005-048352
立体

16,25

10

立体商標

通常:
2005-048353
立体

※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
【10】医療用サポーター，医療用サポーター付き健康帯，医療用サポーター付き拘束服，医
療用サポーター付き副木，医療用サポーター付き脱肛痔バンド，医療用サポーター付き脱
腸帯，医療用サポーター付き弾性靴下，医療用サポーター付き椎骨矯正器，医療用サ
ポーター付き腹帯，医療用サポーター付き歩行補助器，医療用サポーター付き骨接合用
器具，医療用サポーター付き支持包帯
【25】保温用サポーター，保温用サポーター付き下着，保温用サポーター付き靴下，その他
の保温用サポーター付き被服，保温用サポーター付きガーター，保温用サポーター付き靴
下止め，保温用サポーター付きズボンつり，保温用サポーター付きバンド，保温用サポー
ター付きベルト，保温用サポーター付き履物，保温用サポーター付き仮装用衣服，保温用
サポーター付き運動用特殊衣服，保温用サポーター付き運動用特殊靴
【28】サポーター，サポーター付き運動用手袋，サポーター付き胸当て，サポーター付き肩
当て，サポーター付きすね当て，サポーター付きひざ当て
【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
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.27 願書
2005.05.27 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.16 意見書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.18 願書
2005.07.08 手続補正指令書(出願)
2005.08.03 手続補正書(方式)
2005.08.31 認定･付加情報
2005.11.30 上申書
2005.11.30 認定･付加情報
2005.11.30 手続補足書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.19 意見書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.04.19 手続補足書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定
2006.06.27 出願取下書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.12.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【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
【中間記録情報】
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， ［審査］
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 2005.05.18 願書
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， 2005.07.08 手続補正指令書(出願)
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 2005.08.03 手続補正書(方式)
2005.08.31 認定･付加情報
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 2005.11.30 上申書
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 2005.11.30 手続補足書
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2005.12.01 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 2006.01.05 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
殊衣服，運動用特殊靴
2006.04.19 意見書
2006.04.19 手続補足書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定
2006.06.27 出願取下書
2006.06.28 認定･付加情報
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３条拒絶（繊維）２００６．０６.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

09,25,35,38,41,42,4 【09】インターネットを通じてダウンロードできる電子出版物，インターネットを通じてダウン
ロード可能な映像・画像，インターネット接続用電気通信機械器具
4

11

フットケア．コム

通常 2005-048467

24
12

13

14

ぜんまい＼薇紬

たてぶし紬

たてぶし紬

通常 2005-050606

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
【25】寝巻き類，和服，下着，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，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，ナイトキャッ 2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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，げた，草履 号)
類，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2006.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【35】インターネット・パソコン通信・ファクシミリ・電話等による産業・企業調査・市場の分析・ 2006.06.23 拒絶査定
研究・評価を含む市場調査及びその結果についての情報の提供，インターネット・携帯電
話を利用した広告，事業の管理又は運営及び事務処理，インターネット・携帯電話を利用し
た職業のあっせん，インターネット・携帯電話を利用した通信販売の注文・受付・配送に関
する事務処理代行，インターネットにおいて用いるポイントアップカードの発行，インター
ネットにおける広告用スペースの提供，インターネットにおける書籍・録画済みビデオディス
ク及びビデオテープの展示即売会の企画・運営又は開催，インターネットによる商品の通
信販売の取次ぎ，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール形式で提供する商
品の販売に関する情報の提供，カタログ及びインターネットを用いた商品の販売に関する
情報の提供，フランチャイズの事業に関する指導及び助言（インターネットによるものを含
む。），委託を受けて行うインターネットによる広告，事業の管理又は運営に関する一般事
務処理の代理又は代行（インターネットによるものを含む。）電話・ファクシミリ・インターネッ
トによる通信販売に係る商品の販売に関する情報の提供（派遣によるものを含む。）
【38】ＩＰアドレス（インターネットプロトコルアドレス）の割り当て及び管理，インターネットへの
接続の提供，インターネットによる音声・映像・文字データの伝送交換，インターネットを介
したオンデマンド方式による音声・画像の伝送交換，インターネット回線を用いたファクシミ
リによる通信，インターネット回線を用いた電話による通信
【41】教育，訓練，娯楽，スポーツ及び文化活動，スクールの運営，ネットラーニング，イン
ターネット・携帯電話による通信を用いて行う動画の提供，インターネットによるアニメーショ
【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
2005.06.07 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 2006.03.10 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，経かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードク 項16号)
2006.06.30 拒絶査定
ロス，布製ラベル

24

【24】紬織物

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.07 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.06 手続補正書
2006.01.06 意見書
2006.06.09 拒絶査定

25

【25】紬製の被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.07 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.06 手続補正書
2006.01.06 意見書
2006.03.13 手続補正書
2006.06.09 拒絶査定

通常 2005-050609

通常 2005-050610

※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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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,25,41

15

§ＮＯ ＷＡＲＮＩＮＧ

優先 2005-051382

10,25

16

脚すっきり

通常:
2005-052576
標準

14

17

ＴＸ

優先 2005-053840

25
18

ＤＥＷＳＰＯ

通常:
2005-058020
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】音楽の録音済みのコンパクトディスク，レコード，音楽の興行の録画済みビデオテー
プ，その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電気通信機械器具，電子応用機
械器具及びその部品
【16】紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙類，カレ
ンダー，ポスター，ステッカー，その他の文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【25】ティーシャツ，オーバーオール，セーター類，ショーツ，パンツ，フード付きスエットシャ
ツ，その他のスエットシャツ，スポーツシャツ，タンクトップ，ジーンズ製被服，ジャケット，帽
子，下着，パジャマ，手袋，バスローブ，その他の被服，ベルトバックル，バンド，ベルト，履
物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【41】音楽の演奏，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
【10】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
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.08 願書
2005.09.08 優先権証明書提出書
2005.10.12 認定･付加情報
2005.12.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.19 拒絶査定
2007.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.10 願書
2005.06.13 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)
2006.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.13 代理人受任届
2006.03.13 手続補足書
2006.03.13 手続補足書
2006.03.13 手続補足書
2006.03.13 手続補足書
2006.03.29 手続補正書
2006.03.29 意見書
2006.03.29 手続補足書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.04.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.26 認定･付加情報
2006.05.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.10 審査用メモ(実体審査)
2006.05.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.02 拒絶査定
2006.09.25 手続補正書(方式)
2006.09.25 手続補足書
【14】クロノグラフ機能付き時計，ブレスレット腕時計，ペンダント型時計，その他の時計，時 【中間記録情報】
計用下げ紐，時計用チェーン，時計用ブレスレット，時計ケース，その他の時計の部品及び ［審査］
2005.06.15 願書
附属品
2005.07.20 優先権証明書提出書
2005.08.17 認定･付加情報
2005.10.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.17 手続補正書
2006.01.17 上申書
2006.04.03 上申書
2006.06.19 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】
殊衣服，運動用特殊靴
［審査］
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2005.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定
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No.

19

20

21

22

23

商標（見本）

商標

自警団

種別 出願番号

区分

ＪＲ ＰＲＯ

ジュニアプロ

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
2005.06.29 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， 2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.06 拒絶査定
ズボンつり，バンド，ベルト

25

【25】男性用シューズ，婦人用シューズ，子供用シューズ，幼児用シューズ，サンダル，ス 【中間記録情報】
リッパ，運動靴，その他の靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」 ［審査］
2005.06.29 願書
を除く），被服，ベルト
2005.06.30 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)
2006.06.02 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
2005.06.30 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.26 意見書
2006.04.26 手続補足書
2006.04.26 代理人選任届
2006.05.29 認定･付加情報
2006.05.29 認定･付加情報
2006.05.29 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定
2006.08.30 審査用メモ(実体審査)

25

【25】履物，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴

通常:
2005-058651
標準

通常 2005-059160

通常:
2005-059781
標準

通常:
2005-059782
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
2005.06.28 願書
2005.06.29 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.16 意見書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.06.30 拒絶査定

３Ｄ－ＬＩＮＥ＼スリーディ・ライン 通常 2005-058996

Ｅ．Ｇｉｒｌ

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.30 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.26 意見書
2006.04.26 手続補足書
2006.04.26 代理人選任届
2006.05.29 認定･付加情報
2006.05.29 認定･付加情報
2006.05.29 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定
2006.08.30 審査用メモ(実体審査)
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３条拒絶（繊維）２００６．０６.xls
No.

24

25

26

27

商標（見本）

商標

ＫＡＢＢＡＬＡＨ ＲＥＤ ＳＴＲＩＮＧ

Ｂｌｕｅｗａｓｈ

ｍｉｓｈｕｋｕ

§Ｃｏｏｌ Ｔｏｕｃｈ

種別 出願番号

区分

ＴＨＥ．ＰＬＥＡＴＳ

25

【25】帽子，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 【中間記録情報】
［審査］
衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2005.07.05 願書
2005.07.06 認定･付加情報
2005.09.01 代理人辞任届
2005.09.01 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

14,18

【14】貴金属，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
【18】かばん類，袋物，かばん金具

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］
2005.07.07 願書
2005.07.15 認定･付加情報
2006.01.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.10 意見書
2006.02.10 手続補足書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.03.10 認定･付加情報
2006.03.15 上申書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶査定
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【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
2005.07.08 願書
2005.07.08 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

通常:
2005-060216
標準

通常:
2005-061497
標準

通常 2005-061943

通常 2005-062231

通常:
2005-062868
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】宗教用品としてのブレスレット

25
28

指定商品・役務

14
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.01 願書
2005.12.26 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))
2006.03.22 期間延長請求書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.06.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.14 意見書
2006.06.23 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25,29,30,43

29

ハーモニカ横丁

団体:
2005-063455
標準

25

30

ＢＣ ＦＯＯＴＷＥＡＲ

黄金の繭

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.11 願書
2005.08.24 手続補正指令書(出願)
2005.09.07 手続補正書(方式)
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.07 認定･付加情報
2006.03.22 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))
2006.05.01 手続補正書
2006.05.01 意見書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.30 認定･付加情報
2006.05.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.07 拒絶査定

【25】絹製の被服，絹製の洋服，絹製のイブニングドレス，絹製の学生服，絹製の子供服，
絹製の作業服，絹製のジャケット，絹製のジョギングパンツ，絹製のスウェットパンツ，絹製
のスーツ，絹製のスカート，絹製のスキージャケット，絹製のスキーズボン，絹製のズボン，
絹製のスモック，絹製の礼服，絹製のコート，絹製のオーバーコート，絹製のトッパーコー
ト，絹製のマント，絹製のレインコート，絹製のセーター類，絹製のカーディガン，絹製の
セーター，絹製のチョッキ，絹製のワイシャツ類，絹製の開きんシャツ，絹製のカフス，絹製
のカラー，絹製のスポーツシャツ，絹製のブラウス，絹製のポロシャツ，絹製のワイシャツ，
絹製の寝巻き類，絹製のナイトガウン，絹製のネグリジェ，絹製の寝巻き，絹製のパジャ
マ，絹製のバスローブ，絹製の和服，絹製の帯，絹製の帯揚げ，絹製の帯揚げしん，絹製
の腰ひも，絹製の腰巻，絹製のじゅばん，絹製のだて締め，絹製のだて巻き，絹製の長
着，絹製の羽織，絹製の羽織ひも，絹製のはかま，絹製の半えり，絹製の下着，絹製の
キャミソール，絹製のコルセット，絹製のコンビネーション，絹製のシャツ，絹製のシュミー
ズ，絹製のズボン下，絹製のスリップ，絹製のパンツ，絹製のブラジャー，絹製のペチコー
ト，絹製の水泳着，絹製の水泳帽，絹製のエプロン，絹製のえり巻き，絹製の靴下，絹製の
ゲートル，絹製の毛皮製ストール，絹製のショール，絹製のスカーフ，絹製の足袋，絹製の
足袋カバー，絹製の手袋，絹製の幼児用おしめ，絹製のネクタイ，絹製のネッカチーフ，絹
製のバンダナ，絹製の保温用サポーター，絹製のマフラー，絹製の耳覆い，絹製のずき
ん，絹製のすげがさ，絹製のナイトキャップ，絹製のヘルメット，絹製の帽子，絹製のガー
ター，絹製の靴下止め，絹製のズボンつり，絹製のバンド，絹製のベルト，絹製の内底，絹
製のかかと，絹製の靴中敷き，絹製の地下足袋底，絹製の仮装用衣服，絹製の運動用特

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.01 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第4条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.06 手続補正書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.06.30 拒絶査定

通常 2005-064931

25

31

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
殊衣服，運動用特殊靴
【29】肉製品，加工水産物，食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，野菜を主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品，食品用の花粉，果実
を主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品，食用たんぱく
【30】菓子及びパン，コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精
油のものを除く。），米，脱穀済みの大麦，脱穀済みのえん麦，食用粉類，食用グルテン，
穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバー
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，即席菓子のもと，アイスクリームの
もと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキング
パウダー，氷，穀物を主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品，食用プロポリ
ス，食用のローヤルゼリー，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリー
ム用安定剤，酒かす
【43】日本料理を主とする飲食物の提供，西洋料理を主とする飲食物の提供，中華料理そ
の他の東洋料理を主とする飲食物の提供，アルコール飲料を主とする飲食物の提供，そ
の他の飲食物の提供，在宅介護などの介護，要介護者の介護に関する情報の提供，要介
護者の介護に関する相談，介護に関する福祉の情報提供，介護予防に関する情報提供，
福祉施設の紹介，福祉施設の提供，福祉施設の提供に関する情報の提供，老人の養護，
老人の養護に関する情報の提供，保育所における乳幼児の保育，保育所における乳幼児
の保育に関する情報の提供，宿泊施設の提供，コンピュータネットワークを用いて行う宿泊
施設に関する情報の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，動物の宿泊施設
の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸
与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸
【25】履物，運動用特殊靴

通常:
2005-065266
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］
2005.07.14 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.17 期間延長請求書
2006.05.12 手続補正書
2006.05.12 意見書
2006.05.12 手続補足書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定
2006.10.18 手続補正書
2006.12.28 手続補正書(方式)
2006.12.28 手続補足書
2007.01.04 職権訂正履歴(職権訂正)
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３条拒絶（繊維）２００６．０６.xls
No.

32

33

34

商標（見本）

商標

なめらかタッチ

地産・地消

新美顔＼ｓｈｉｎｂｉｇａｎ

種別 出願番号

区分

Ｎｏｕｖｅｌｌｅ Ｔａｉｌｌｅ

20,24,27

【20】家具，ブラインド，すだれ，つい立て，看板，床材，たんす，棚類，ベンチ，机類，椅子
類，花立て，箱類，鏡台
【24】椅子カバー，壁掛け，カーテン，テーブル掛け，幕類
【27】絨毯，敷物，畳類，ござ，マット，人工芝

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.08 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))
2006.06.23 拒絶査定

08,21,24,44

【08】電気かみそり及び電気バリカン，手動利器（「刀剣」を除く。），革砥，鋼砥，砥石，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）
【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，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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

通常:
2005-066342
標準

通常 2005-067988

通常 2005-068359

通常:
2005-069181
標準

16,25

36

かんしゃありがとう

通常:
2005-069805
標準

25

37

ＮＢＲＡＮＤ

通常 2005-070577

※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
2005.07.19 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.30 拒絶査定
2006.08.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25

35

指定商品・役務

25

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.27 願書
2005.08.02 代理権変更届
2005.08.02 手続補足書
2005.08.31 認定･付加情報
2005.08.31 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)
2006.03.15 意見書
2006.03.15 手続補足書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

【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
【中間記録情報】
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， ［審査］
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 2005.07.28 願書
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， 2005.07.28 認定･付加情報
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 2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定
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
【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
【25】帽子，被服，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2005.07.29 認定･付加情報
2005.08.04 手続補正書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.02 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

38

39

40

商標（見本）

商標

ＥＣＯ ＣＯＯＬ＼エコクール

パワーシャツ

リラックスループ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

06,12,20,22

区分

【06】金属製荷役用パレット，金属製輸送用コンテナ
【12】船舶並びにその部品及び附属品，車いす，手押し車，荷車
【20】荷役用パレット（金属製のものを除く。），プラスチック製保管・輸送用容器，家具，屋内
用ブラインド，スリーピングバッグ
【22】布製保管・輸送用容器，天幕，日覆い，登山用又はキャンプ用のテント

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2005.08.05 手続補正書
2005.08.05 手続補足書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.02 拒絶査定

25

【25】被服，洋服，コート，セーター類，開きんシャツ，スポーツシャツ，ブラウス，ポロシャ
【中間記録情報】
ツ，ワイシャツ，ティーシャツ，シャツ，寝巻き類，下着，水泳着，和服，エプロン，仮装用衣 ［審査］
2005.08.04 願書
服，運動用特殊衣服
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.09 拒絶査定

10,14

【10】磁気治療器その他の医療用機械器具，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，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】磁石又は磁性体を使用してなる身飾品，首・胸・腕・肘・手首・指・腹・腰・膝・足首等に
巻く身飾品，イヤリング，貴金属製き章，貴金属製バックル，貴金属製バッジ，ネックレス，
ブレスレット，ペンダント，ブローチ，メダル，指輪，アンクレット，キーホルダー，貴金属製靴
【10】磁気治療器その他の医療用機械器具，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，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】磁石又は磁性体を使用してなる身飾品，首・胸・腕・肘・手首・指・腹・腰・膝・足首等に
巻く身飾品，イヤリング，貴金属製き章，貴金属製バックル，貴金属製バッジ，ネックレス，
ブレスレット，ペンダント，ブローチ，メダル，指輪，アンクレット，キーホルダー，貴金属製靴
【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 2005-071219

通常 2005-072576

通常:
2005-072699
標準

10,14
41

リストループ

通常:
2005-072700
標準

25

42

43

44

§ＧａＲＮＥＴ＼ＢＲＯＷＮ

ＧａＲＮＥＴ ＢＲＯＷＮ

ＥＸＴＲＡ ＬＡＲＧＥ

通常 2005-073880

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.08.09 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2006.02.06 刊行物等提出書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.03.14 刊行物等提出による通知書
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 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
2005.08.08 願書
2006.02.06 刊行物等提出書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.03.14 刊行物等提出による通知書
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 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
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.05 拒絶査定
2007.11.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-073892
標準

通常 2005-075544

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.08.09 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.09 拒絶査定
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No.

45

46

47

48

49

50

51

商標（見本）

商標

ＥＤＯ．ＣＯ ＧＥＡＲ

ゆったりサイズ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【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，貴金属製のピルケース
【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

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
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2005.09.16 手続補正指令書(出願)
2005.09.20 手続補正書(方式)
2005.10.27 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)
2006.06.09 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］
2005.08.19 願書
2005.08.19 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 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］
2005.08.19 願書
2005.08.19 認定･付加情報
2006.03.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 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】
用特殊靴
［審査］
2005.08.10 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 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
2005.08.10 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

通常 2005-075941

通常 2005-076177

ＮＯＴＴＩＮＧＨＡＭ＼ＣＬＵＮＹ Ｌ
通常 2005-076403
ＡＣＥ

ＥＭーＸ

通常:
2005-077450
標準

ＮＡＴＵＲＡＬＳＴＲＥＴＣＨ ナチュ 通常:
2005-077451
ラルストレッチ
標準

トウカバー

やわらか＆しっとり

通常 2005-078754

通常 2005-078756

※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

14,25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2005.08.15 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.18 意見書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.04.19 手続補足書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定
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No.

52

53

54

55

56

57

58

商標（見本）

商標

Ｌｅｇｎｉｐｐｅｒ

デジタル捺染

§ａｓａｎｏ＼アサノ

テーブルエプロン

横濱プリント

ＩＬＬＩＮＯＩＳ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】被服，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2005.09.05 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

18,24,25

【18】かばん類，袋物，傘，皮革
【24】織物，布製身の回り品，カーテン，テーブル掛け
【25】被服，仮装用衣服，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.15 願書
2005.09.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

18

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.17 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定

24

【24】テーブル掛け

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.17 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.20 意見書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

25

【25】ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，ショール，スカーフ，手袋，靴下，帽子，その他の被 【中間記録情報】
服，ベルト
［審査］
2005.08.31 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

14

【14】時計

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.02.02 出願人名義変更届
2006.02.02 手続補足書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.01 認定･付加情報
2006.05.18 意見書
2006.05.18 手続補足書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定

26

【26】ボタン類，漁網製作用杼，メリヤス機械用編針，針類，被服用はとめ，テープ，リボン，
編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，組みひも，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁
縫用指ぬき，針刺し，針箱（貴金属製のものを除く。），腕止め，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，造花，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。），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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 意見書
2006.06.14 拒絶査定

通常 2005-078858

通常 2005-079650

通常 2005-080689

通常:
2005-080701
標準

通常:
2005-081277
標準

通常:
2005-081340
標準

§・ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ・ＳＴＡＮＤＡＲ
Ｄ∞ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＳＴＡＮＤＡ
通常 2005-081594
ＲＤ＼ユニバーサルスタンダー
ド

※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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59

60

61

62

63

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定
2006.08.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定
2006.08.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

14,34

【14】貴金属製喫煙用具
【34】喫煙用具（貴金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

14,34

【14】貴金属製喫煙用具
【34】喫煙用具（貴金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

25

【25】被服

クールジャケット＼ＣＯＯＬ ＪＡ
通常 2005-082186
ＣＫＥＴ

クールスーツ＼Ｃｏｏｌ Ｓｕｉｔ

デコライター

デコライターケース

通常 2005-082187

通常:
2005-082816
標準

通常:
2005-082817
標準

原種小石丸＼Ｇｅｎｓｈｕ Ｋｏｉｓｈ
通常 2005-083068
ｉｍａｒｕ

コットンワン＼ＣＯＴＴＯＮ．１

通常 2005-083269

※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

22,23,24,25

64

指定商品・役務

25

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.27 手続補正書
2005.12.07 認定･付加情報
2005.12.07 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定
【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.09.06 願書
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， 2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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， 項16号)
羽
2006.06.15 拒絶査定
【23】糸
【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，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
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商標
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22,23,24,25

65

66

67

68

69

70

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.15 拒絶査定

25

25

【25】スボン及びパンツ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.09.07 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

18,25

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 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】
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
［審査］
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，
2005.09.08 願書
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 2005.09.08 認定･付加情報
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，
2006.03.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ビリヤードクロス
項16号)
【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 2006.03.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
殊衣服，運動用特殊靴
2006.06.02 拒絶査定

21,26,31,41

【21】ガラス基礎製品，ガラス製置物
【26】造花
【31】生花の花輪，押し花，花，ドライフラワー
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

コットンワン＼ＣＯＴＴＯＮ．ＯＮＥ 通常 2005-083270

スニーカー カット パンツ＼ＳＮ
通常 2005-083761
ＥＡＫＥＲ ＣＵＴ ＰＡＮＴＳ

ヘルスケアパンツ

通常:
2005-083812
標準

ａｎｄ ｍｏｒｅ ｃｕｔｅ＼アン モア
通常 2005-084094
キュート

§ＢＥＡＵＴＹＬＩＮＥ＼ビュティー
通常 2005-084150
ライン

グラスフィオーレ

通常:
2005-084261
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

【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
【23】糸
【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，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
【25】パンツ

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定
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71

72

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定

09,18,25

【09】レンズ，眼鏡及びサングラス用ケース，眼鏡及びサングラス用フレーム，その他の眼
鏡の部分及び附属品，サングラス，その他の眼鏡，拡大鏡
【18】模造の皮その他の皮革，革製のキーケース，その他のキーケース，トランク，折りか
ばん，手提げかばん，こうり，リュックサック，ボストンバッグ，アタッシュケース，書類入れか
ばん，スーツケース，ハンドバッグ，肩掛けかばん，その他のかばん類，小切手帳入れ，ト
ラベルオーガナイザー，カード入れ，革製買物袋，布製買物袋，模造皮革買物袋，財布（貴
金属製のものを除く。），小銭入れ，パスポート入れ，パス入れ，ポシェット，その他の袋物，
携帯用化粧道具入れ，かばん金具，がま口口金，洋傘，日傘，その他の傘，シューティン
グステッキ，その他のステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，むち，くら，はみ，むながい，そ
の他の乗馬用具
【25】デニム製の被服，デニム製のガーター，デニム製の靴下止め，デニム製のズボンつ
り，デニム製のバンド，デニム製のベルト，デニム製の履物，デニム製の仮装用衣服，デニ
ム製の運動用特殊衣服，デニム製の運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.02.27 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))
2006.04.25 意見書
2006.04.25 手続補足書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶査定

ＰＡＲＴＹ ＢＲＡ＼パーティーブ
通常 2005-084273
ラ

ＡＲ

74

75

76

Ｄｅｎｉｍ ａｎｄ Ｄｅｎｉｍ

優－Ｓｔｙｌｅ

ＮＯＮ－ＬＡＤＤＥＲ

ドッヂビー＼ＤＯＤＧＥＢＥＥ

通常 2005-085110

通常:
2005-085159
標準

【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
2005.09.13 願書
2005.09.13 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

25

【25】被服

25,41

【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］
【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，映画・演芸・演劇又 2005.09.13 願書
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，放送番組の制作，教 2005.09.13 認定･付加情報
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。），フライ
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ングディスク競技会・その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催，運動施設の提供， 条1項11号を除く))
娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座 2006.06.02 拒絶査定
席の手配，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，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

通常:
2005-085533
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2005.09.21 代理権変更届
2005.09.21 手続補足書
2005.10.24 認定･付加情報
2005.10.24 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定

25
通常:
2005-085532
標準

通常 2005-085586

中間記録

【25】ブラジャー

25

73

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2005.09.13 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)
2006.06.02 拒絶査定

2008/3/12
17／31

３条拒絶（繊維）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

77

ｔｈｅ ｊｕｍｐ

通常 2005-085808

26
78

79

80

81

キューティクルヘアー

通常 2005-085934

指定商品・役務

26

【26】頭飾品，つけあごひげ，つけ口ひげ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

14

【14】貴金属，身飾品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.02 拒絶査定

25

【25】洋服，その他の被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.26 意見書
2006.06.05 拒絶査定
2006.07.12 手続補足書
2006.07.12 手続補足書
2007.03.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ＰＲＯＴＥＩＮ ＨＡＩＲ＼プロテイン
通常 2005-085935
ヘアー

９５０＼Ｐｌａｔｉｎｕｍ Ｇａｌｌｅｒｙ

§ｂｅｌｌａ

通常 2005-086410

通常 2005-086520

※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，ず 【中間記録情報】
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 ［審査］
ド，ベルト，靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，仮装 2005.09.13 願書
2006.03.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
用衣服，乗馬靴
号)
2006.04.11 意見書
2006.06.27 拒絶査定
2006.07.28 手続補足書
2006.09.29 手続補正書(方式)
2006.09.29 手続補正書
2007.07.04 登録料納付
2007.08.10 登録料納付
［登録］
2007.06.05 登録査定書
2007.07.04 設定納付書
2007.08.07 却下理由通知書(設定)
2007.08.10 設定納付書
2007.09.11 手続却下の処分(設定)
2007.10.02 登録証
【26】頭飾品，つけあごひげ，つけ口ひげ
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定

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

2008/3/12
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３条拒絶（繊維）２００６．０６.xls
No.

82

83

84

85

86

87

88

商標（見本）

商標

スリムピアス

ＳＴＹＬＩＳＨＧＯＬＦ

チャームストーン

種別 出願番号

区分

ａｌｔａｉ ｃａｓｈｍｅｒｅ

Ｗ保温

18,25

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ
【中間記録情報】
［審査］
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，靴下，毛皮製ストール，
ショール，スカーフ，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，マフラー，帽子，バンド，ベル 2005.09.16 願書
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。），運動用特殊 2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
靴（「乗馬靴」を除く。）
2006.06.23 拒絶査定

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（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，貴金属
製のがま口及び財布，宝玉及びその模造品，宝玉の原石，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

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
2005.09.16 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 2006.03.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.21 拒絶査定
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

18

【18】かばん類，袋物，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，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.06 拒絶査定
2006.09.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

14,25

【14】装身小物（宝飾品），指輪，腕時計，ブローチ，ネックレス，ブレスレット
【25】セーター，被服，ニット製被服，ストール，帽子，手袋

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.10.07 手続補正指令書(出願)
2005.10.20 手続補正書
2005.12.12 認定･付加情報
2005.12.12 認定･付加情報
2006.02.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

25

【25】保温性のある被服，保温性のあるガーター，保温性のある履物，保温性のある運動
用特殊衣服，保温性のある運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.15 拒絶査定

通常 2005-086977

通常 2005-087241

通常 2005-087417

通常:
2005-088266
標準

通常 2005-088575

通常:
2005-088868
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】はり治療用はり
【14】ピアス

ラインプリーツ＼ＬＩＮＥ ＰＬＥＡ
通常 2005-087437
ＴＳ

上高地

指定商品・役務

10,14

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.03 願書
2005.11.04 手続補正指令書(出願)
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)
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（繊維）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,12,14,15,16,18,2 【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】
0,21,24,25,26,28,34 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］

89

ラリー・ジャパン

通常:
2005-088904
標準

09,12,14,15,16,18,2
0,21,24,25,26,28,34

90

ＲＡＬＬＹ ＪＡＰＡＮ

通常 2005-088905

25

91

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

ＦＬＥＸ ＧＲＯＯＶＥ＼フレックス
通常 2005-088938
グルーブ

※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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2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 拒絶査定
2006.07.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

92

93

商標（見本）

商標

着物問屋

ゴスロリ＼ＧＯＴＨＬＯＬＩ

種別 出願番号

区分

95

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.26 拒絶査定

14,18,21,25,26,35

【14】身飾品，宝玉及びその模造品
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【21】化粧用具
【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
【26】針類，被服用はとめ，テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，組
みひも，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除
く。），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，ボタン類
【35】インターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定

通常:
2005-089014
標準

通常 2005-089269

96

97

98

ＮＡＴＵＲＡＬ ＴＯＵＣＨ＼ナチュ
通常 2005-089271
ラルタッチ

図形商標

ω

図形商標

図形商標

【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
2005.09.26 願書
2006.03.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.14 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
2005.09.26 願書
2006.03.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.14 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
2005.09.26 願書
2006.03.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.14 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］
2005.09.26 願書
2006.03.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.14 拒絶査定

通常 2005-089327

通常 2005-089328

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

25
通常 2005-089326

通常 2005-089329

中間記録

【25】着物，被服

25
94

指定商品・役務

25
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No.

99

100

101

102

103

104

105

商標（見本）

商標

ＥＸＴＲＡ ＳＭＡＬＬ

種別 出願番号

区分

ＰＲＯＳＰＥＣ

美白ケア

弾性仕様

うるおいケア

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
2005.09.26 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 2005.09.26 認定･付加情報
2006.03.09 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，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
号)
【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 2006.06.29 拒絶査定
殊衣服，運動用特殊靴

14

【14】イヤリング，ピアス，ネックレス，ブレスレット，指輪，ペンダント，宝石ブローチ，ネクタ 【中間記録情報】
イピン，貴金属製バッジ，メダル，ロケット，時計，キーホルダー，貴金属製の宝石箱，貴金 ［審査］
2005.09.12 願書
属製のコンパクト，
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

25

【25】運動用特殊靴

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
2005.09.13 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2005.09.13 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2005.09.13 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

通常 2005-089437

通常:
2005-090193
標準

通常:
2005-090201
標準

通常 2005-090639

通常 2005-090641

通常 2005-090643

※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
2005.09.26 願書
2006.03.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.26 拒絶査定

Ｓａｆｅｔｙ Ｗｒａｐ＼セーフティラッ
通常 2005-089588
プ

ＤＩＡＬＡＮＥ

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

2008/3/12
22／31

３条拒絶（繊維）２００６．０６.xls
No.

106

107

108

109

110

111

商標（見本）

商標

コニャックダイヤモンド

ムシブロック

ｓｔｙｌｉｓｈ－ｐａｎｔｓ

ＣＯＬＯＲＡＤＯ

なめらか

ＤＵＯＳＩＬＶＥＲ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【14】貴金属，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

17,22

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
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))
2006.04.14 意見書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定
2006.07.06 出願取下書

25

【17】ゴム，糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除く。），ゴム製又はバルカンファイ
バー製の座金及びワッシャー，ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ（機械要素に当
たるものを除く。），ゴムひも，石綿ひも，ゴム製栓，ゴム製ふた，ゴム製包装用容器，プラ
スチック基礎製品，化学繊維（織物用のものを除く。），化学繊維糸（織物用のものを除
く。），雲母，岩石繊維，鉱さい綿，石綿，石綿網，石綿糸，石綿織物，石綿製フェルト，石綿
の板，石綿の粉，コンデンサーペーパー，石綿紙，バルカンファイバー，電気絶縁材料，オ
イルフェンス，ガスケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），消防用ホース，石綿製防火
幕，絶縁手袋，蹄鉄（金属製のものを除く。），農業用プラスチックフィルム，パッキング，防
音材（建築用のものを除く。）
【22】原料繊維，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。），衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿，布製包装用容器，わら製包装
用容器，ターポリン，帆，雨覆い，天幕，日覆い，日よけ，よしず，ザイル，登山用又はキャ
ンプ用のテント，靴用ろう引き縫糸，おがくず，カポック，かんなくず，木毛，もみがら，ろうく
【25】ズボン

14

【14】時計

21,24

【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）
【24】布製身の回り品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2005.10.04 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

06,14

【06】チタニウム銀合金地金，チタニウム銀合金の鋳物、はく、粉及び展伸材，インジウム
銀合金，カドミウム銀合金，クローム銀合金，ゲルマニウム銀合金，コバルト銀合金，ジル
コニウム銀合金，タングステン銀合金，タンタル銀合金，ニオブ銀合金，バナジウム銀合
金，ハフニウム銀合金，ベリリウム銀合金，マンガン銀合金，モリブデン銀合金
【14】銀合金地金，銀合金の鋳物、はく、粉及び展伸材，銀白金合金地金，銀白金合金の
鋳物、はく、粉及び展伸材，銀イリジウム合金，銀オスミウム合金，銀パラジウム合金，銀
ルテニウム合金，銀ロジウム合金，銀合金製イヤリング，銀合金製カフスボタン，銀合金製
き章，銀合金製バックル，銀合金製バッジ，銀合金製ボンネットピン，銀合金製ネクタイ止
め，銀合金製ネクタイピン，銀合金製ネックレス，銀合金製宝石ブローチ，銀合金製メダ
ル，銀合金製指輪，銀合金製ロケット，銀合金製記念カップ，銀合金製記念たて，銀合金製

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定

通常 2005-090679

通常:
2005-091134
標準

通常:
2005-091487
標準

通常:
2005-091825
標準

通常 2005-092627

通常:
2005-093324
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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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.09.30 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.08 手続補正書
2006.06.08 意見書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.06.08 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定
2007.03.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2005.10.03 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定
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No.

112

113

114

115

商標（見本）

商標

ファンデーション クリニック

Ｓａｔｏ Ｓｅｎｉ

クールダウン

脳を守る

種別 出願番号

区分

脳・心を守る

23

【23】綿糸類，麻糸，絹糸，毛糸，織物用化学繊維糸，織物用無機繊維糸（石綿糸を除
く。），混紡糸，より糸，縫い糸，織物用特殊糸，脱脂屑糸

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
2005.09.22 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

12,20,25

【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
【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 2005-093326

通常 2005-093483

通常 2005-093852

通常:
2005-093959
標準

通常:
2005-093963
標準

12,20,25

117

脳と心を守る

通常:
2005-093964
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，仮装用衣装，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2005.09.21 願書
2006.03.17 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
2006.06.30 拒絶査定

12,20,25

116

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2006.03.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.12 拒絶査定

2008/3/12
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No.

118

119

120

121

商標（見本）

商標

強運の鈴

４ｍｅ

４－ｍｅ

サンバリアー＼ｓｕｎ－ｂａｒｒｉｅｒ

種別 出願番号

区分

ナノフォース

25

【25】履物，被服，ベルト，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，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
2005.10.11 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

25

【25】履物，被服，ベルト，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，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
2005.10.11 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

23,24,25

【23】糸（脱脂屑糸を除く。）
【24】織物（畳べり地を除く。），メリヤス生地，フェルト及び不織布，ゴム引防水布，ビニルク
ロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカ
バー，毛布，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。），カーテン，
テーブル掛け
【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，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
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 ）
【14】身飾品

通常 2005-094157

通常 2005-094471

通常 2005-094472

通常 2005-095056

通常:
2005-095574
標準

25

123

ａｚａｂｕ ｔａｉｌｏｒ

通常:
2005-095596
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】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 2005.10.07 願書
2006.03.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.06.14 拒絶査定
計，記念カップ，記念たて，キーホルダー

14

122

指定商品・役務

14

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2005.10.18 認定･付加情報
2006.03.31 協議命令書
2006.03.31 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))
2006.06.30 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
2005.10.13 願書
2006.03.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.01 意見書
2006.05.01 手続補足書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.06.26 拒絶査定
2006.09.29 手続補正書(方式)
2006.09.29 手続補足書
2007.01.30 上申書
2007.01.30 手続補足書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
26

124

アンチエイジングウィッグ

通常:
2005-095749
標準

25
125

126

127

128

129

守禮之邦

ＳＥＸ ＳＹＭＢＯＬＳ

体圧分散寝具

温泉繊維

アレキサンドライト ルビー ダ
イアモンド＼ＡＬＥＸＡＮＤＲＩＴＥ
ＲＵＢＹ ＤＩＡＭＯＮＤ

通常:
2005-095813
標準

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.15 手続補正書
2006.05.15 意見書
2006.06.09 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2005.10.13 願書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 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 【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
2005.09.30 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， 2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.26 意見書
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 2006.04.26 手続補足書
2006.06.05 認定･付加情報
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，調理用三角布
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

20,24

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
【中間記録情報】
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，敷布，布製身の回り品，布団，布団カバー， ［審査］
2005.09.30 願書
布団側，まくらカバー，毛布
2005.10.24 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

23,24

【23】糸
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，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

14

【14】ブレスレット，宝石ブローチ，鎖用宝飾品，ネクタイ止め，七宝の宝飾品，カフスボタ
【中間記録情報】
ン，ダイヤモンド，未加工又は半加工のダイヤモンド，イヤリング，ネックレス，ペンダント， ［審査］
指輪，ルビー，未加工又は半加工のルビー，宝飾品，人造宝飾品，人造宝石，身飾品，半 2005.09.30 願書
貴石，宝飾用魔よけ，コランダム，未加工又は半加工のコランダム，アレキサンドライト，未 2005.10.31 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
加工又は半加工のアレキサンドライト，ジルコン，未加工又は半加工のジルコン
条1項11号を除く))
2006.06.16 拒絶査定

通常 2005-095854

通常:
2005-096396
標準

通常:
2005-096397
標準

通常 2005-096427

※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】かつら

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.10.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.25 認定･付加情報
2005.10.28 職権訂正通知書(職権訂正)
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)
2006.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.01 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.06.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.16 拒絶査定

2008/3/12
26／31

３条拒絶（繊維）２００６．０６.xls
No.

130

131

132

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

Ｚ－Ｂｒａｎｄ＼ゼットブランド

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
2005.10.18 願書
2006.04.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.29 拒絶査定
2006.10.02 手続補正書(方式)
2006.10.02 手続補足書
2007.11.07 登録料納付
［登録］
2007.11.01 登録査定書
2007.11.07 設定納付書
2007.11.27 登録証

25

【25】仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

通常 2005-097318

通常 2005-097319

25

133

ＡＴＳＵＢＯＵＧＵ＼アツボウグ

通常 2005-097327

※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】ブレスレット，宝石ブローチ，鎖用宝飾品，ネクタイ止め，七宝の宝飾品，カフスボタ
【中間記録情報】
ン，ダイヤモンド，未加工又は半加工のダイヤモンド，イヤリング，ネックレス，ペンダント， ［審査］
指輪，ルビー，未加工又は半加工のルビー，宝飾品，人造宝飾品，人造宝石，身飾品，半 2005.09.30 願書
貴石，宝飾用魔よけ，コランダム，未加工又は半加工のコランダム，アレキサンドライト，未 2005.11.04 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
加工又は半加工のアレキサンドライト，ジルコン，未加工又は半加工のジルコン
2006.06.16 拒絶査定

アレキサンドリア＼ＡＬＥＸＡＮＤ
通常 2005-096428
ＲＩＡ

Ｚｓｐｏｒｔ＼ゼットスポーツ

指定商品・役務

14

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2006.04.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.29 拒絶査定
2006.10.02 手続補正書(方式)
2006.10.02 手続補足書
2006.10.02 手続補正書
2007.03.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.07 登録料納付
［登録］
2007.11.01 登録査定書
2007.11.07 設定納付書
2007.11.27 登録証
【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，えり巻き，靴下， 【中間記録情報】
ゲートル，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， ［審査］
保温用サポーター，マフラー，耳覆い，腕カバー，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，帽子， 2005.10.18 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ガーター，靴下止め
2006.05.08 意見書
2006.05.08 手続補足書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶査定
2006.07.14 手続補正書
2006.07.18 手続補足書
2006.09.04 手続補正書
2007.02.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.03.20 登録料納付
［登録］
2007.03.13 登録査定書
2007.03.20 設定納付書
2007.04.10 登録証
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No.

134

135

商標（見本）

商標

プレーンオーガンザ

ＥＮＴＲＯＰＹ

種別 出願番号

区分

ＯＲＮＥＲ＼オルネ

25

【25】被服（ただし、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 【中間記録情報】
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 ［審査］
用サポーター，マフラー，耳覆いを除く），ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト， 2005.10.20 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
履物，仮装用衣服
号)
2006.05.15 手続補正書
2006.05.15 意見書
2006.05.15 手続補足書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶査定
2006.07.13 手続補正書(方式)
2006.07.14 手続補足書
2007.04.25 登録料納付
［登録］
2007.04.10 登録査定書
2007.04.25 設定納付書
2007.05.22 登録証
2007.11.22 表示変更登録申請書(氏名)
2007.12.21 移転登録済通知書
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革
【中間記録情報】
【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 ［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
2005.10.20 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
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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， 号)
ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用衣服
2006.05.24 意見書
2006.05.26 手続補足書
2006.06.26 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定
2007.03.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【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】
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 ［審査］
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 2005.10.24 願書
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 2005.10.24 手続補足書
特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴
2005.10.24 認定･付加情報
2006.04.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.11 意見書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.05.11 手続補足書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.06.08 拒絶査定
2006.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-097508

通常:
2005-098322
標準

通常 2005-098405

25

137

花粉ブロック＼カフンブロック

通常 2005-099255

09,26,41

138

デコ電

通常 2005-099539

※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】紙様の薄いオーガンジー織物

18,25

136

指定商品・役務

24

【09】携帯電話本体及び充電池への装飾品
【26】ビーズ・プラスティック樹脂等からなる携帯電話専用の装飾品
【41】携帯電話の装飾に関する専門学校における教育，携帯電話の装飾に関するセミナー
の企画運営開催，携帯電話の装飾に関するコンテストの手配，携帯電話の装飾に関する
会員制による教育・娯楽の提供，携帯電話の装飾に関する通信教育による知識の教授，
携帯電話の装飾に関する実地教育，携帯電話の装飾に関する研修会の手配及び開催，
携帯電話の装飾に関する録画済記録媒体の制作・複製及び貸与，携帯電話の装飾に関
する知識又は技芸の教授，携帯電話の装飾に関する個人に対する知識又は技芸の教授，
携帯電話の装飾に関する図書及び記録の供覧
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2005.11.04 手続補正指令書(出願)
2005.11.23 手続補正書(方式)
2006.01.16 認定･付加情報
2006.01.16 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2006.02.06 刊行物等提出書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.10 刊行物等提出による通知書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定
2007.10.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/3/12
28／31

３条拒絶（繊維）２００６．０６.xls
No.

139

140

141

142

143

144

商標（見本）

商標

ウォームネッカー

§Ａ

ヒップリフトアップ

リフトアップ設計

シャインアップ＼ＳＨＩＮＥ ＵＰ

シャインアップ＼ＳＨＩＮＥ ＵＰ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】襟巻き，マフラー，ネッカチーフ

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
2005.10.13 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 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
2005.10.27 願書
2005.10.27 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.24 意見書
2006.05.25 手続補足書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.06.30 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
2005.10.27 願書
2005.10.27 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.24 意見書
2006.05.25 手続補足書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定

22

【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.11.01 願書
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， 2005.11.01 認定･付加情報
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， 2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.24 意見書
羽
2006.05.24 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定

23

【23】糸

通常 2005-099563

通常 2005-100625

通常 2005-100858

通常 2005-100859

通常 2005-102357

通常 2005-102358

※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］
2005.10.11 願書
2005.10.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2005.11.01 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.24 意見書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定

2008/3/12
29／31

３条拒絶（繊維）２００６．０６.xls
No.

145

146

147

148

商標（見本）

商標

シャインアップ＼ＳＨＩＮＥ ＵＰ

シャインアップ＼ＳＨＩＮＥ ＵＰ

レインガード＼ＲＡＩＮＧＵＡＲＤ

Ｔｏｐ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

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
2005.11.01 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 2005.11.01 認定･付加情報
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，ベッドカバー，遺体覆い，経かたびら，黒白 2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.24 意見書
幕，紅白幕，ビリヤードクロス，布製ラベル
2006.05.24 認定･付加情報
2006.06.06 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
2005.11.01 願書
2005.11.01 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.24 意見書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定

18

【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，傘，ステッキ，つ 【中間記録情報】
［審査］
え，つえ金具，つえの柄，皮革
2005.11.01 願書
2005.11.01 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.24 手続補正書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.05.24 認定･付加情報
2006.05.24 意見書
2006.06.06 拒絶査定

18,25,28

【18】かばん類，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，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，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】運動用具

通常 2005-102359

通常 2005-102360

通常 2005-102380

通常 2005-104523

※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
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.04.28 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))
2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 意見書
2006.06.16 拒絶査定

2008/3/12
30／31

３条拒絶（繊維）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

149

ＩＢＩＺＡ

指定商品・役務
【25】被服

通常:
2006-007345
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.02.10 手続補正書
2006.02.10 出願人名義変更届
2006.02.10 代理人受任届
2006.02.10 手続補足書
2006.02.10 手続補足書
2006.02.10 手続補足書
2006.02.10 手続補足書
2006.02.13 上申書
2006.02.13 手続補足書
2006.02.24 手続補足書
2006.02.24 早期審査に関する事情説明書
2006.03.01 手続補正書
2006.03.01 手続補足書
2006.03.03 手続補足書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.03.10 認定･付加情報
2006.03.10 認定･付加情報
2006.03.10 認定･付加情報
2006.03.10 認定･付加情報
2006.03.10 認定･付加情報
2006.03.10 認定･付加情報
2006.04.07 通知書(再提出通知)
2006.04.21 早期審査に関する報告書
2006.04.25 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))
2006.06.05 意見書
2006.06.05 手続補足書
2006.06.27 拒絶査定

2008/3/12
31／31

３条拒絶（繊維）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

150

ＩＢＩＺＡ

通常 2006-010955

25
151

Ｐｒｉｎｔａｂｌｅ＼プリンタブル

分割 2006-011432

25
152

ＮＵＢＲＡ＼ヌーブラ

分割 2006-018029

※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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.28 願書
2006.02.10 手続補正書
2006.02.10 代理人受任届
2006.02.10 手続補足書
2006.02.10 手続補足書
2006.02.10 手続補足書
2006.02.13 上申書
2006.02.13 手続補足書
2006.02.24 手続補足書
2006.02.24 早期審査に関する事情説明書
2006.02.28 手続補足書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.04 既納手数料（登録料）返還請求書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
2006.04.03 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.03 認定･付加情報
2006.04.04 出願番号特定通知書
2006.04.04 出願番号特定通知書
2006.04.04 出願番号特定通知書
2006.04.04 出願番号特定通知書
2006.04.21 出願番号特定通知書
2006.04.21 出願番号特定通知書
2006.04.21 早期審査に関する報告書
2006.04.21 出願番号特定通知書
2006.04.25 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))
2006.05.16 通知書(既納手数料返還)
2006 06 05 意見書
【25】セーター類，スウェットシャツ，その他のワイシャツ類，寝巻き類，ティーシャツ，その他 【中間記録情報】
の下着，水泳着，水泳帽
［審査］
2006.02.10 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.30 拒絶査定

【25】洋服，コート，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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
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))
2006.06.09 拒絶査定

