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No.

商標（見本）

1

2

3

4

商標

予防医学研究所

帽子屋

ＣＨＥＶＩＯＴ＼チェビオット

ＧＯＯＤ ＣＨＯＩＣＥ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

01,03,05,09,10,11,1
6,18,20,21,22,24,26,
28,29,30,31,32,33,3
6,41,42

【中間記録情報】
［審査］
1998.07.31 願書
1998.08.28 出願番号通知
1999.08.20 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
1999.08.20 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
1999.09.27 手続補正書
1999.11.19 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
1999.11.19 補正の却下の決定
1999.12.28 手続補正書
1999.12.28 意見書
2000.11.02 手続補正書
2000.12.15 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))
2001.01.23 意見書
2001.01.23 代理人受任届
2003.08.19 代理人辞任届
2005.09.03 伺い書
2005.10.21 伺い回答書
2006.07.07 拒絶査定

25

【01】化学品，植物成長調整剤類，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），高
級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，原料プラスチック，パルプ，工業用粉類，肥料，写真材
料，試験紙，人工甘味料，陶磁器用釉薬
【03】せっけん類，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる
食品香料，薫料，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接
着剤，歯磨，研磨紙，研磨布
【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，包帯，衛生マスク，オブラート，ガー
ゼ，カプセル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，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，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，絆創膏，包帯
液，防虫紙
【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，遊園地用機械器具，回転変流機，調相
機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，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，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，盗難警報
器，安全用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライ
ター，抵抗線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウ
ント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ガソリンステーション用装置，自動販売
機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機
械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタン
プ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシ
ン，ウエットベルト，ウエットスーツ，浮き袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，
家庭用テレビゲームおもちゃ，メトロノーム
【10】医療用機械器具，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
【25】帽子

18

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，かばん金具

【中間記録情報】
［審査］
2002.01.11 願書
2002.09.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2002.09.20 意見書
2002.11.22 手続補正指令書(中間書類)
2002.11.29 手続補正書
2003.01.30 認定･付加情報
2004.05.12 伺い書
2004.05.21 伺い回答書
2006.07.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.21 拒絶査定

25

【25】下着

【中間記録情報】
［審査］
2002.02.01 願書
2002.02.01 認定･付加情報
2002.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2002.10.24 意見書
2002.10.24 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶査定

通常:
1998-065500
標準

通常 2001-098630

通常 2002-006103

通常 2002-007058

※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］
2001.11.02 願書
2001.12.28 物件提出書
2002.02.13 認定･付加情報
2002.07.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2002.08.12 手続補正書
2002.08.12 手続補足書
2002.08.12 意見書
2002.09.17 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶査定
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No.

商標（見本）

5

6

商標

種別 出願番号

区分
【25】靴下

18,25

【18】折りかばん，肩掛けかばん，グラッドストン，書類入れかばん，スーツケース，手提げ
かばん，トランク，ハンドバッグ，ボストンバッグ，ランドセル，リュックサック，ウエストポー
チ，アタッシュケース，カード入れ，がま口（貴金属製のものを除く。），キーケース，財布（貴
金属製のものを除く。），小銭入れ，パス入れ，名刺入れ，携帯用化粧道具入れ
【25】帽子，バンド，ベルト，履物

パワーソックス＼Ｐｏｗｅｒ Ｓｏｃｋ 通常 2002-059026

ＷＲＡＰＳ

通常 2002-086142

25

7

ブラック＆ブラウン＼Ｂｌａｃｋ＆Ｂ
通常 2002-104005
ｒｏｗｎ＼Ｂｌａｃｋ Ａｎｄ Ｂｒｏｗｎ

25

8

指定商品・役務

25

口ゴムナシ

【中間記録情報】
［審査］
2002.10.10 願書
2002.10.10 認定･付加情報
2003.10.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2003.11.19 意見書
2003.11.19 認定･付加情報
2004.04.20 上申書
2004.04.21 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶査定
2006.07.27 手続補足書
2006.08.29 手続補正書(方式)
2007.06.05 登録料納付
［登録］
2007.05.15 登録査定書
2007.06.05 設定納付書
2007.07.03 登録証
【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
2002.12.09 願書
2004.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.02.25 意見書
2004.02.25 手続補足書
2004.03.26 認定･付加情報
2006.07.05 拒絶査定
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【25】糸ゴムを用いることなく編み方のみによってはき口に伸縮弾性を付与した靴下

通常:
2002-106781
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］
2002.07.15 願書
2003.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2003.07.15 意見書
2003.07.15 手続補足書
2003.08.19 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2002.12.18 願書
2003.05.14 出願人名義変更届
2003.05.14 手続補足書
2003.05.14 手続補足書
2003.05.14 代理人受任届
2003.06.23 認定･付加情報
2003.06.23 認定･付加情報
2003.06.23 認定･付加情報
2003.06.23 認定･付加情報
2004.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.03.01 手続補正書
2004.03.01 意見書
2004.03.01 認定･付加情報
2004.03.01 認定･付加情報
2005.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.05 拒絶査定
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No.

商標（見本）

9

10

11

12

13

商標

らくちん パック

ＤＯＵＢＬＥ ＤＲＹ

ユーロウエディングバンド

和りぼん

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】紙製包装用容器
【22】布製包装用容器，わら製包装用容器

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， 【中間記録情報】
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，手袋，ネクタイ，ネッカチー ［審査］
2003.09.08 願書
フ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，耳覆い，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子
2004.10.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.11.10 意見書
2004.11.10 手続補足書
2004.12.09 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定
2006.08.23 手続補足書
2007.04.18 登録料納付
2007.05.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.03.26 登録査定書
2007.04.18 設定納付書
2007.05.15 登録証
2008.02.14 本権移転登録申請書(譲渡)
2008.03.21 移転登録済通知書

14

【14】結婚指輪

24,25,26

【24】織物，布製身の回り品，布団カバー，布団側，まくらカバー，織物製テーブルナプキ
【中間記録情報】
ン，ふきん，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， ［審査］
テーブル掛け
2004.01.21 願書
【25】被服，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装衣服
2004.01.21 認定･付加情報
【26】テープ，リボン，房類，組みひも，腕止め，衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣 2004.07.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
服用き章（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 項16号)
2004.08.18 意見書
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，靴飾り（貴金属製
2004.08.18 手続補足書
のものを除く。）
2004.08.18 認定･付加情報
2004.09.17 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

24

【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
【中間記録情報】
［審査］
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
バー，布団側，まくらカバー，シャワーカーテン，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物 2004.06.04 願書
2004.06.04 認定･付加情報
製いすカバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，布製ラベル
2005.06.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.06.29 意見書
2005.06.29 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

通常:
2003-044196
標準

通常:
2003-077598
標準

通常 2003-098515

通常:
2004-004490
標準

ＮＡＮＯＭＡＴＥＲＩＡＬ＼ナノマテ
通常 2004-051748
リアル

※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

16,22
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【中間記録情報】
［審査］
2003.05.29 願書
2004.08.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2004.09.15 意見書
2006.07.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2003.11.07 願書
2003.11.07 認定･付加情報
2004.08.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.08.20 手続補正書
2004.08.20 手続補足書
2004.08.20 認定･付加情報
2004.08.20 認定･付加情報
2004.08.20 意見書
2004.09.16 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

14

ＮＡＮＯＭＡＴＥＲＩＡＬ＼ナノマテ
通常 2004-051749
リアル

06,09,14,16,18,20,2
1,24,25,28,34,41

15

ＳＨＵＦＦＬＥ！ シャッフル！

通常 2004-065462

25
16

ＡＬＬＳＥＡＳＯＮＧＥＡＲ

通常:
2004-090822
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，スボンつり，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（「乗馬靴」を除く），乗馬靴
2004.06.04 願書
2004.06.04 認定･付加情報
2005.06.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.06.29 意見書
2005.06.29 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定
【06】金属製金具，金属製貯金箱，金属製のネームプレート及び標札，金属製のタオル用 【中間記録情報】
ディスペンサー，金属製帽子掛けかぎ，金属製郵便受け，金属製靴ぬぐいマット，金属製 ［審査］
彫刻，金属製のバックル
2004.07.14 願書
【09】電気通信機械器具，ダウンロード可能な移動体電話機用のゲームプログラム，パーソ 2004.07.20 職権訂正履歴(職権訂正)
ナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・ 2004.07.21 職権訂正履歴(職権訂正)
光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ・デジタ 2004.07.30 職権訂正通知書(職権訂正)
ルバーサタイルディスク－ＲＡＭ，ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプ 2004.08.06 職権訂正通知書(職権訂正)
ログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲーム機，業務用テレ 2005.03.02 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.03.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光
ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ・デジタル 号)
バーサタイルディスク－ＲＡＭ，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプロ 2005.04.11 上申書
グラム，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム 2005.05.13 上申書
2005.06.20 上申書
を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－Ｒ
ＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＡＭ，ダウ 2005.08.05 手続補正書
ンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム，携帯用液晶画面ゲー 2005.08.05 意見書
ムおもちゃ（送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。）用のゲームプログラ 2005.08.10 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
ムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，ダウン 2005.08.10 手続補正指示書(審査官)
2005.08.10 手続補足書
ロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ（送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームお
もちゃを含む。）用のゲームプログラム，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用 2005.09.07 認定･付加情報
自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な音声・音 2005.09.20 手続補正書
2005.09.20 意見書
楽，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク
2006.07.26 拒絶査定
及びビデオテープ，ダウンロード可能な画像・映像，電子出版物，電子出版物の映像を記
憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ， 2006.09.22 手続補正書
オゾン発生器，電解槽，ロケット，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の 2006.10.26 手続補正書(方式)
機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器 2006.10.31 手続補足書
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， 2007.01.29 手続補足書
運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュレーター，電気アイロン，電気式 2007.08.03 手続補正書
【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 2007.10.05 登録料納付
【16】紙類，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 2008.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.10.05 設定納付書
2007.10.30 登録証
【25】被服，履物及び帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用衣服， 【中間記録情報】
［審査］
運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2004.10.04 願書
2005.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.09 意見書
2006.07.03 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
18,25,28

17

§ＭＵＮＩＣＨ

通常 2004-102548

14

18

19

20

ＳＯＬＩＴＡＩＲＥ＼ソリテール

てまいらず

コーンフラワー

通常 2004-107002

指定商品・役務

25

【25】ユニフォーム・その他の運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.02 願書
2004.12.10 手続補正指令書(出願)
2004.12.13 手続補正書(方式)
2004.12.15 認定･付加情報
2004.12.15 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.18 意見書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

14

【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］
2004.12.02 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.29 意見書
2006.07.07 拒絶査定

通常:
2004-110037
標準

通常 2004-110053

※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

【18】人工皮革，皮革，トランク，旅行かばん，リュックサック，札入れ，かばん類，袋物，日 【中間記録情報】
傘，傘，つえ，ステッキ，つえ金具，つえの柄，むち，馬具
［審査］
2004.11.09 願書
【25】フットサル用靴，ハンドボール用靴，ラグビー用靴，ランニング用靴，トレイルランニン
2005.03.22 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
グ用靴，水泳用靴，体操用靴，トレッキング用靴，ジョギング用靴，フットボール靴，フット
2005.03.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ボール靴用スタッド，フットボール用被服，フットサル用衣服，ハンドボール用衣服，ラグ
ビー用衣服，ランニング用衣服，トレイルランニング用衣服，水泳着，体操用衣服，トレッキ 号)
ング用衣服，ジョギング用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2005.06.22 手続補正書
2005.06.22 意見書
【28】ゲーム用具，おもちゃ，人形，体操用具，運動用具，運動用又はおもちゃのボール用
2005.06.27 手続補足書
のチューブ，遊戯用風船，ゲーム用ボール，運動用グローブ又は手袋
2005.07.27 認定･付加情報
2006.07.31 拒絶査定
2006.10.11 出願取下書
2006.10.11 手続補足書
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.13 認定･付加情報
【14】一つの宝石を用いた身飾品，一つはめの宝石
【中間記録情報】
［審査］
2004.11.22 願書
2004.11.25 認定･付加情報
2005.05.23 刊行物等提出書
2005.06.21 認定･付加情報
2005.06.24 刊行物等提出による通知書
2005.09.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.09.30 手続補正書
2005.09.30 意見書
2005.10.03 手続補足書
2005.10.04 手続補正書(方式)
2005.10.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.06 認定･付加情報
2005.10.06 認定･付加情報
2005.10.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.31 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

21

ＦＩＴＣＨ

通常:
2004-113900
標準

18,25
22

23

24

江戸の粋

モンクレアー＼Ｍｏｎｔｃｌａｉｒ

オイルソフト＼ＯＩＬＳＯＦＴ

通常:
2004-115184
標準

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

中間記録

09,25

【09】サングラス，その他の眼鏡
【中間記録情報】
【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 ［審査］
2004.12.27 願書
殊衣服，運動用特殊靴
2005.05.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.29 意見書
2006.07.21 拒絶査定
2008.02.26 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，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
2005.01.05 願書
2005.07.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.15 意見書
2006.07.18 拒絶査定

通常 2004-118152

通常 2005-000316

指定商品・役務

【25】被服（毛皮製のものを除く。），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］
2004.12.14 願書
2005.05.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.08.04 期間延長請求書
2005.08.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.06 手続補正書
2005.09.06 意見書
2005.09.06 代理人受任届
2005.09.06 代理人受任届
2005.09.06 代理人受任届
2005.09.06 手続補足書
2005.09.06 手続補足書
2005.09.16 代理人辞任届
2005.09.16 代理人辞任届
2005.09.16 代理人辞任届
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.07 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
2006.10.26 手続補足書
2006.12.11 手続補正書
2007.01.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2008.02.26 期間延長請求書
【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］
【25】履物
2004.12.17 願書
2005.05.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.06.15 意見書
2006.07.07 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
14,26,30

25

アーム リング＼§ＡＲＭ ＲＩＮ
通常 2005-001490
Ｇ

25

26

立体商標

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.01.12 願書
2005.01.12 認定･付加情報
2005.05.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.06.27 手続補正書
2005.06.27 意見書
2005.06.27 認定･付加情報
2005.06.27 認定･付加情報
2006.03.29 出願人名義変更届(一般承継)
2006.05.02 手続補正書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定

通常:
2005-019761
立体

18,25

27

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
【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。），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く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具
【30】アイスクリーム用凝固剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，
氷，菓子及びパン，みそ，ドレッシング，角砂糖，果糖，氷砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう
糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，化学調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベット
のもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，サンドイッチ，たこ焼き，ハンバー
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，食
【25】帽子

ジュエルズ＼ＪＥＷＥＬＳ／ｊｅｗｅ
通常 2005-030041
ｌｓ

※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］
2005.03.08 願書
2005.03.15 認定･付加情報
2005.06.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.09.15 期間延長請求書
2005.09.15 認定･付加情報
2005.10.28 意見書
2005.10.28 認定･付加情報
2005.12.28 上申書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.02.24 意見書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.02.24 手続補足書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定
2007.12.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【18】かばん類，袋物，かばん金具，がま口口金，皮革製包装容器，携帯用化粧品道具入 【中間記録情報】
れ，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 2005.03.22 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
殊衣服，運動用特殊靴
号)
2005.12.21 手続補正書
2006.02.10 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.06 手続補正書
2006.04.14 認定･付加情報
2006.04.21 手続補正指示書(審査官)
2006.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.21 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,06,07,08,09,10,1
1,12,14,16,18,20,21,
22,24,25,26,27,28,3
5

28

資材市場＼ＳＨＩＺＡＩ ＩＣＨＩＢＡ

通常 2005-034206

25

29

30

31

32

５７５ＤＥＮＩＭ

ＰＲＯＪＥＣＴＩＯＮ

混入だいきらい

らくしてスリム

通常 2005-039203

指定商品・役務

14

【14】時計，時計の部品及び附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.13 願書
2005.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.25 意見書
2006.07.03 拒絶査定
2006.07.21

05,21,25

【05】衛生マスク，医療用油紙，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，失禁用おしめ
【21】食品加工作業用手袋，家事用手袋，清掃用具及び洗濯用具
【25】作業服，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.24 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.14 意見書
2006.07.28 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
2005.05.31 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.23 意見書
2006.07.04 拒絶査定
2006.07.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-042112

通常:
2005-045288
標準

通常:
2005-048270
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

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，石けん類，歯磨き，化粧品，香料類， 2005.04.04 願書
研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.04.20 職権訂正履歴(職権訂正)
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製建具，金 2005.05.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
属製立て看板，金属製道路標識，金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製の可
搬式家庭用温室，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製のネームプレート及び標札， 条1項11号を除く))
金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金 2006.01.10 手続補正書
属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金庫，金属製のバッ 2006.01.10 意見書
クル，アイゼン，金属製彫刻
2006.07.07 拒絶査定
【07】食器洗浄機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー，芝刈機，ミシン
【08】ピンセット，電気かみそり及び電気バリカン，かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くる
み割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，手動利器（刀剣を除く。），手動工具（すみ
つぼ類・皮砥・鋼砥・砥石を除く。），チーズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッ
ター（電気式のものを除く。），フォーク，糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふい
ご（手持ち工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手
持ち工具に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，まつ毛カール器，マニキュアセット，
ペディキュアセット，パレットナイフ
【09】耳栓，手動計算機，金銭登録機，製図用又は図案用の機械器具，盗難防止用警報
器，保安用ヘルメット，電池，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，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，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，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，水泳用浮き板，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，写真機械器具，測定機械器具
【25】デニム製の被服，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 【中間記録情報】
［審査］
ム製の運動用特殊衣服，デニム製の運動用特殊靴
2005.05.02 願書
2005.05.06 認定･付加情報
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.24 手続補正書
2006.02.24 意見書
2006.02.27 手続補足書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.07.19 拒絶査定
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No.

33

34

35

36

商標（見本）

商標

ＰＲＯ

ＰＡＳＳＩＯＮ ＰＩＮＫ

出雲織

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.30 願書
2006.03.17 協議命令書
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)
2006.03.24 手続補正書
2006.07.21 拒絶査定

09,14,18,25

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.08 願書
2005.07.11 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

24

【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
【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
【24】織物，反物

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

通常:
2005-059780
標準

通常:
2005-063224
標準

通常 2005-064413

Ｑｕａｌｉｔｙ Ｅｄｉｔｉｏｎｓ＼価値ある
通常 2005-068144
逸品

※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］
2005.07.13 願書
2005.07.15 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.09 意見書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.04.07 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定
2006.10.11 手続補正書
2006.10.11 手続補正書
2006.10.12 手続補足書
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No.

37

38

39

40

41

42

43

商標（見本）

商標

バランス着圧

サポート着圧

健康着圧

着圧機能

最適着圧

理想着圧

快足着圧

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
2005.07.18 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 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
2005.07.18 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 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
2005.07.18 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 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
2005.07.18 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 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
2005.07.18 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 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
2005.07.18 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

通常 2005-070877

通常 2005-070878

通常 2005-070880

通常 2005-070881

通常 2005-070882

※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
2005.07.18 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

通常 2005-070875

通常 2005-070883

指定商品・役務

25
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No.

44

45

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

18,21

【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
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），
ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除
く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー
豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り
分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモ
ン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，トイレット
ペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用
金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディスペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除
く。），風鈴，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き
【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
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），
ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除
く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー
豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り
分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモ
ン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，トイレット
ペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用
金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディスペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除
く。），風鈴，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き

通常 2005-075007

18,21

46

ＰＧ６＼ピージーシックス

通常 2005-075008

※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】農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布，農業用不織布，その他の不織 【中間記録情報】
布，織物，メリヤス生地，フェルト，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロス，ラバークロ ［審査］
ス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，ふきん，かや，敷布，布団，布団カバー，布団 2005.08.08 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
側，まくらカバー，毛布，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，シャワーカーテ
ン，紅白幕，ビリヤードクロス，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 項16号)
カバー
2006.04.05 手続補正書
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊 2006.04.05 代理人受任届
2006.04.05 代理人選任届
靴
2006.04.05 意見書
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.02 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定

涼・感・速・乾＼りょうかんそっか
通常 2005-073650
ん

ＰＧ８＼ピージーエイト

指定商品・役務

24,25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.29 意見書
2006.03.31 手続補足書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.29 意見書
2006.03.31 手続補足書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定
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No.

47

48

49

50

51

52

商標（見本）

商標

しなやか

Ｏｐａｌｅ＼オパール

フートカバー

コンプレッションサポート

ＢＬＯＩＳ＼ブロワ

クリーンクロス

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
2005.08.01 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.21 拒絶査定
2006.10.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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，織物
製テーブルナプキン，ふきん，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，布製ラベル

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
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 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
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 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
2005.08.31 願書
2005.09.05 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.22 意見書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

24,28

【24】布製身の回り品
【28】おもちゃ，人形，運動用具，釣り具

通常 2005-076184

通常 2005-077019

通常 2005-078761

通常 2005-078762

通常 2005-081506

通常:
2005-083195
標準

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

中間記録

25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2005.08.18 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.14 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定
2006.10.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/4/7
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No.

53

54

55

56

57

商標（見本）

商標

天職

天職成就

種別 出願番号

区分

ＡＲＡＭＩＤ－ＳＨＩＥＬＤ

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.03 手続補正書(方式)
2005.11.11 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.04 手続補正書
2006.03.04 意見書
2006.04.28 手続補正指示書(審査官)
2006.07.28 拒絶査定

18

【18】布製の袋物

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.03 手続補正書(方式)
2005.11.11 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.04 手続補正書
2006.03.04 意見書
2006.04.28 手続補正指示書(審査官)
2006.07.28 拒絶査定

24,25

【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.09.09 願書
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
2006.03.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.03 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
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。）

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
2005.09.09 願書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.27 拒絶査定

09,24

【09】防護被服即ち耐弾道・防弾・防爆用の被服及び衣服，耐弾道・防弾・防爆用の靴，警 【中間記録情報】
察・収容所・矯正施設等によって使用される耐弾道・防弾・防爆用の携帯用盾，耐弾道・防 ［審査］
弾・防爆用の装甲品即ち防護服用の装甲パネル及びプレート，衣服用の耐弾道・防弾・防 2005.09.13 願書
爆用のインサート
2005.10.07 認定･付加情報
【24】耐弾道・防弾・防爆用の被服・衣服・靴・シールド・装甲品の製造に使用する耐弾道織 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))
物及び生地
2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 手続補足書
2006.06.05 意見書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.06.15 認定･付加情報
2006.07.03 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

通常:
2005-084544
標準

通常:
2005-084545
標準

通常 2005-084860

通常:
2005-085660
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

【18】布製の袋物

ファッションブラック＼ＦＡＳＨＩＯ
通常 2005-084671
ＮＢＬＡＣＫ

３Ｓソール＼スリーエスソール

指定商品・役務

18
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No.

58

59

60

61

62

63

商標（見本）

商標

Ｓｕｍｍｅｒ ＬＩＧＨＴ

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
2005.09.16 願書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.03.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.24 拒絶査定

24

【24】絹織物

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 意見書
2006.07.07 拒絶査定

25

【25】靴下

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.09.29 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.16 意見書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

25

【25】草履類

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 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)
2006.07.07 拒絶査定

14

【14】身飾品，貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製針箱，貴金属製のろうそ 【中間記録情報】
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 ［審査］
て，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，貴金属製靴飾 2005.10.13 願書
2006.03.29 協議命令書
り，時計，貴金属製喫煙用具
2006.03.29 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))
2006.05.08 意見書
2006.05.08 代理人受任届
2006.06.14 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.28 手続補正書(方式)
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶査定

18,25

【18】皮革，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，かばん金具，がま口口金，傘，ステッ 【中間記録情報】
キ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，愛玩動物用被服類
［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 2005.09.28 願書
殊衣服，運動用特殊靴
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2006.01.10 再送
2006.01.13 手続補正書(方式)
2006.02.17 認定･付加情報
2006.02.17 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

通常 2005-087589

ゴールデンシルク＼ＧＯＬＤＥＮ
通常 2005-090647
ＳＩＬＫ

快適快眠

５本指ゲルマニウム

ナノフォース製法

ＯＨＹＡ

通常:
2005-090653
標準

通常 2005-093262

通常:
2005-095702
標準

通常:
2005-095880
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.

64

商標（見本）

商標

プラズマプラント

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

09,14,16,18,20,21,2
4,25,26,28,32,35,37,
38,39,40,41,42,43,4
5

【09】写真機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物，
録画済ビデオディスク
【14】キーホルダー，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，貴金属製食器類，貴
金属製のくるみ割り器，記念カップ，時計
【16】印刷物，家庭用食器包装フイルム，文房具類，写真立て，紙類，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，写真
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【20】うちわ，せんす
【21】食器類（貴金属製のものを除く。），なべ類，水筒，アイスペール，洋服ブラシ，貯金箱
（金属製のものを除く。），靴ブラシ
【24】布製身の回り品
【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，ずきん，
すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ベルト
【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，ボタン類
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー
ジャン用具
【32】清涼飲料，果実飲料
【35】広告，職業のあっせん，建築物における来訪者の受付及び案内，求人情報の提供
【37】テレビジョン受信機の修理又は保守，テレビジョン受信機の修理又は保守に関する情
報の提供
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給
【39】道路情報の提供
【40】受託によるプラズマディスプレイパネル及びその部品の製造，受託によるプラズマディ
スプレイパネルを備えたテレビジョン受信機及びその部品の製造
【41】電子出版物の提供，テレビジョン受信機の貸与，映画・演芸・演劇・音楽・スポーツの
興行の開催情報の提供
【42】気象情報の提供，プラズマディスプレイパネル及びその部品の設計，プラズマディスプ
レイパネルを備えたテレビジョン受信機及びその部品の設計，デザインの考案，電子計算
機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技
【24】織物，メリヤス生地
【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定

25

【25】被服，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 意見書
2006.06.02 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.06 手続補正書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

24

【24】ベビー用シーツ，布団カバー，まくらカバー，織物製トイレットシートカバー，織物製い 【中間記録情報】
すカバー，自動車用シートカバー，テーブル掛け，織物（畳べり地を除く。），畳べり地，メリ ［審査］
2005.10.18 願書
ヤス生地，フェルト及び不織布，レザークロス，布製身の回り品，織物製テーブルナプキ
2005.10.18 認定･付加情報
ン，ふきん，紅白幕，ビリヤードクロス，布製ラベル
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.07 拒絶査定
2006.07.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-096145
標準

24,25
65

66

67

クリーンビズ＼ＣＬＥＡＮ ＢＩＺ

図形商標

爽快

通常 2005-096413

通常 2005-096447

通常 2005-097368

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2006.04.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.12 意見書
2006.07.21 拒絶査定
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No.

68

69

70

71

72

73

商標（見本）

商標

魅せパン

ＳＡＭＰＬＥ

種別 出願番号

区分

立体商標

立体商標

25

【25】セーター類，ワイシャツ，寝巻き，下着，水泳着，洋服，コート，和服，靴下，足袋，えり 【中間記録情報】
［審査］
巻，ネクタイ，バンダナ，帽子，ベルト
2005.10.05 願書
2005.11.04 手続補正指令書(出願)
2005.11.08 手続補正書
2005.12.14 認定･付加情報
2005.12.14 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

25

【25】カシミア製の被服，カシミア製のガーター，カシミア製の靴下止め，カシミア製のズボン 【中間記録情報】
つり，カシミア製のバンド，カシミア製のベルト，カシミア製の履物，カシミア製の仮装用衣 ［審査］
服，カシミア製の運動用特殊衣服，カシミア製の運動用特殊靴
2005.10.24 願書
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)
2006.07.14 拒絶査定

22

【22】日よけ，雨覆い，天幕，日覆い，よしず

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

14

【14】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］
2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

14

【14】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］
2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

通常:
2005-097673
標準

通常 2005-098020

通常:
2005-099655
標準

通常:
2005-100366
立体

通常:
2005-100367
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。

中間記録

【25】トレーニングパンツ，パンツ，パンティーストッキング

ＨＩＭＡＬＡＹＡ ＡＬＩ ＣＡＳＨＭＥ
通常 2005-099514
ＲＥ＼ヒマラヤ 阿里 カシミア

冷えルーフ

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.19 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.23 手続補正書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.23 意見書
2006.07.24 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（繊維）２００６．０７.xls
No.

74

75

76

商標（見本）

商標

複層構造

Ｇｅｒｍａｎｉｕｍ Ｓｔｙｌｅ

現代仏花

種別 出願番号

区分

§Ｐ．Ｃ＋

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)
2006.07.14 拒絶査定

26

【26】造花

通常 2005-100682

通常 2005-100860

通常:
2005-101996
標準

通常 2005-102086

17,18,24

78

バイキンバスター＼ＢａｉｋｉｎＢｕｓ
通常 2005-103156
ｔｅｒ

25
79

ＡＲＴ ＶＩＮＴＡＧＥ

通常:
2005-103277
標準
18

80

Ｃｌｉｇｎａｎｃｏｕｒｔ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.11.30 手続補正書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.14 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
2005.10.31 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.14 拒絶査定

【17】雲母，ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ（機械要素に当たるものを除く。），ガ
スケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），パッキング，消防用ホース，石綿製防火幕，オ
イルフェンス，電気絶縁材料，ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー，蹄
鉄（金属製のものを除く。），化学繊維（織物用のものを除く。），石綿，岩石繊維，鉱さい
綿，糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除く。），化学繊維糸（織物用のものを除く。），
石綿糸，石綿織物，石綿製フェルト，絶縁手袋，ゴムひも，石綿ひも，石綿網，ゴム製包装
用容器，ゴム製栓，ゴム製ふた，農業用プラスチックフィルム，コンデンサーペーパー，石
綿紙，バルカンファイバー，プラスチック基礎製品，ゴム，岩石繊維製防音材（建築用のも
のを除く。），石綿の板，石綿の粉
【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
【25】洋服，コート，セーター類，下着，ネクタイ，帽子，その他の被服，バンド，ベルト，短
靴，草履類，その他の履物，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］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

【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］
2005.11.07 願書
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.12 拒絶査定

通常 2005-104049

※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

【23】糸

25
77

指定商品・役務

23
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（繊維）２００６．０７.xls
No.

81

82

83

商標（見本）

商標

Ｃｌｉｇｎａｎｃｏｕｒｔ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.12 拒絶査定

14

【14】ピンバッジ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

12,18,25

【12】手押し車，買物用手押し車，ワゴン型手押し車，老人用手押し車，老人用買物手押し
車，腰掛け機能を備えた老人用買物手押し車
【18】つえ，つえの柄，ステッキおよびつえ用滑り止め具，腰掛け可能なつえ
【25】運動靴，雨靴，編上靴，オーバーシューズ，作業靴，サンダル靴，短靴，長靴，婦人
靴，防寒靴，メリヤス製靴，木綿製靴，高齢者向けの靴，デニム製靴，靴の甲被がファス
ナーにより開閉する靴，光明滅器を組み込んだ靴，靴のかかと，靴のかかと用クッション，
靴のかかと用パッド，靴中敷き，靴専用光明滅器，靴用滑止め具
【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，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，ベルト，靴類，草履類，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

通常 2005-104050

フラッシング バッジ＼ＦＬＡＳＨＩ
通常 2005-104248
ＮＧ ＢＡＤＧＥ

自立

85

86

ｎＵｍＥＲＯ＼ＤＩＥＣＩ∞１０

ＢＲＡＮＤ－Ｒ

ヘアウェア

通常:
2005-104675
標準

通常 2005-104892

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.11.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

25

【25】セーター類，ワイシャツ，寝巻き，下着，水泳着，洋服，コート，和服，靴下，足袋，えり 【中間記録情報】
巻，エプロン，ネクタイ，バンダナ，マフラー，耳覆い，帽子，ベルト，靴類（「靴合せくぎ・靴く ［審査］
2005.10.26 願書
ぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）
2005.11.17 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.14 拒絶査定

10,17,26

【10】植毛用人工毛髪
【17】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。）
【26】増毛用人工毛髪，入れ毛，かつら，その他の頭飾品

通常 2005-105380

通常:
2005-105420
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】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。）

25
84

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.10 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 意見書
2006.06.12 手続補足書
2006.06.12 認定･付加情報
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
2006.10.20 手続補正書
2006.10.23 手続補足書

2008/4/7
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３条拒絶（繊維）２００６．０７.xls
No.

87

88

89

商標（見本）

商標

ナチュール

ｃｏｃｏｎｕｔｓ

Ｍｉｌａｎｏ Ｃｅｌｅｂ＼ミラノセレブ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

10,17,26

【10】植毛用人工毛髪
【17】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。）
【26】増毛用人工毛髪，入れ毛，かつら，その他の頭飾品

25

【25】履物

14,18,41,45

【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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提
供，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナー・研修会・講習会の企画・運営又は
開催，セミナー・研修会・講習会の企画又は運営に関する情報の提供，動物の調教，植物
の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の
供覧，洞窟の供覧，電子書籍の制作，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興
行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音
楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・コンパクトディスク・光学
式ビデオディスクの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作におけ
る演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるもの
の操作，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企画・運営又は開催，ボクシ
ングの興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行の
企画・運営又は開催，キャンプの企画・運営又は開催，その他のスポーツの興行の企画・
運営又は開催，パーティーの企画又は運営，ファッションショーの企画・運営又は開催，そ
の他の興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競
馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開
催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運
営又は開催，フリーマーケットの企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又

通常:
2005-105423
標準

通常:
2005-106098
標準

通常 2005-106258

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.18 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)
2006.06.16 意見書
2006.06.19 手続補足書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.07.14 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
2006.11.06 手続補正書(方式)
2006.11.07 手続補足書
2007.03.31 登録料納付
［登録］
2007.03.28 登録査定書
2007.03.31 設定納付書
2007.05.01 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.05.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.31 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.05.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.26 拒絶査定
2006.10.30 手続補正書
2006.10.30 手続補正書
2006.10.30 手続補正書
2006.10.31 手続補足書
2006.11.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.26 登録料納付
2007.05.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.02.26 登録査定書
2007.03.26 設定納付書
2007.04.24 登録証
2008.01.31 本権移転登録申請書(相続･合併)

2008/4/7
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３条拒絶（繊維）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.05.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.26 拒絶査定
2006.10.30 手続補正書
2006.10.30 手続補正書
2006.10.30 手続補正書
2006.10.31 手続補足書
2007.03.26 登録料納付
［登録］
2007.02.26 登録査定書
2007.03.26 設定納付書
2007.04.17 登録証
2008.01.31 本権移転登録申請書(相続･合併)

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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提
供，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナー・研修会・講習会の企画・運営又は
開催，セミナー・研修会・講習会の企画又は運営に関する情報の提供，動物の調教，植物
の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の
供覧，洞窟の供覧，電子書籍の制作，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興
行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音
楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・コンパクトディスク・光学
式ビデオディスクの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作におけ
る演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるもの
の操作，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企画・運営又は開催，ボクシ
ングの興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行の
企画・運営又は開催，キャンプの企画・運営又は開催，その他のスポーツの興行の企画・
運営又は開催，パーティーの企画又は運営，ファッションショーの企画・運営又は開催，そ
の他の興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競
馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開
催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運
営又は開催，フリーマーケットの企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又
【25】ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子

24

【24】シャワーカーテン，カーテン

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.03 手続補正書
2006.07.03 意見書
2006.07.19 拒絶査定
2007.04.12 登録料納付
［登録］
2007.03.20 登録査定書
2007.04.12 設定納付書
2007.05.01 登録証

25

【25】アロハシャツ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 手続補正書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.27 意見書
2006.07.14 拒絶査定

14,18,41,45

90

91

92

93

Ｐａｒｉｓ Ｃｅｌｅｂ＼パリセレブ

あったか トレビアーン

お部屋を守るカーテン

ドライアロハ

通常 2005-106261

通常 2005-106382

通常 2005-106701

通常:
2005-108905
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］
2005.10.31 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（繊維）２００６．０７.xls
No.

94

95

96

商標（見本）

商標

ＦＧ－８Ｆ＼エフジーエイトエフ

いせ産真珠∞極上花珠

Ｎｉｅｖｅ＼ニエベ

種別 出願番号

区分

ＰＵＴＴＯ＼プット

14

【14】真珠

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

14,18,25

【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，貴金属製針箱，貴
金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製の花瓶及び水盤，記念カップ，記念たて，
貴金属製のがま口及び財布，宝玉及び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，貴金属製喫煙用具
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，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
【25】被服，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。），げた，草履類

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.20 手続補正書
2006.06.20 意見書
2006.07.10 拒絶査定

通常 2005-108999

通常 2005-109094

通常 2005-110832

通常 2005-111575

※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】織物，メリヤス生地，テント用生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水
【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2005.11.18 願書
2005.11.18 手続補足書
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
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
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
2005.12.07 上申書
幕，紅白幕，ビリヤードクロス，布製ラベル
2005.12.26 認定･付加情報
2005.12.26 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.21 意見書
2006.07.14 拒絶査定
2006.10.23 手続補正書
2007.06.12 登録料納付
2007.08.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.05.21 登録査定書
2007.06.12 設定納付書
2007.07.03 登録証

25
97

指定商品・役務

24
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
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 意見書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
24

98

ＥＭいちばん

通常 2005-111696

25

99

100

101

Ｎｏｒｗｉｃｈｓｐｏｒｔｓｗｅａｒ

旅楽パンツ

伸び楽パンツ

通常:
2005-111834
標準

指定商品・役務

25

【25】ズボン，パンツ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 手続補正書
2006.07.04 意見書
2006.07.28 拒絶査定

25

【25】ズボン，パンツ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.29 手続補正書
2006.06.29 意見書
2006.07.28 拒絶査定

通常 2005-115766

通常 2005-115769

※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】かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物（畳べり地を除
【中間記録情報】
く。），畳べり地，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 ［審査］
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，織物製テーブルナプキン， 2005.11.29 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
2006.07.05 手続補正書
かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードクロス
2006.07.05 意見書
2006.07.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 拒絶査定
2006.08.11 手続補足書
2006.10.20 手続補正書
2006.10.23 手続補足書
2006.10.30 手続補正書
2006.10.31 手続補足書
2006.11.29 出願人名義変更届
2006.11.30 手続補足書
2006.12.06 手続補正書
2006.12.06 手続補足書
2007.03.02 上申書
2007.08.24 登録料納付
［登録］
2007.07.25 登録査定書
2007.08.24 設定納付書
2007.09.11 登録証
【25】被服，バンド，ベルト，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］
2005.11.29 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.28 意見書
2006.07.11 拒絶査定
2006.09.13 手続補正書(方式)
2006.09.13 手続補足書
2007.05.25 登録料納付
2008.01.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.05.22 登録査定書
2007.05.25 設定納付書
2007.06.26 登録証
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３条拒絶（繊維）２００６．０７.xls
No.

102

103

104

105

106

107

商標（見本）

商標

伸び楽スリムストレート

フィットフィットパンツ

陽だまりの暖かさ

気品漂う黒

ポカポカパンツ

美脚シルエット

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】ズボン，パンツ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 手続補正書
2006.07.04 意見書
2006.07.28 拒絶査定

25

【25】ズボン

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.28 手続補正書
2006.06.28 意見書
2006.07.28 拒絶査定
2006.11.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.28 意見書
2006.07.28 拒絶査定

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 意見書
2006.07.28 拒絶査定

25

【25】ズボン

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.19 手続補正書
2006.06.19 意見書
2006.07.28 拒絶査定

25

【25】ズボン，パンツ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.29 手続補正書
2006.06.29 意見書
2006.07.28 拒絶査定

通常 2005-115770

通常 2005-115771

通常 2005-115772

通常 2005-115773

通常 2005-115774

通常 2005-115775

※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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３条拒絶（繊維）２００６．０７.xls
No.

108

109

110

111

商標（見本）

商標

立体仕様

種別 出願番号

区分

フィットピロー

24,25

【24】農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布，農業用不織布，その他の不織 【中間記録情報】
布，織物，メリヤス生地，フェルト，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロス，ラバークロ ［審査］
ス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，ふきん，かや，敷布，布団，布団カバー，布団 2005.12.13 願書
2006.06.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
側，まくらカバー，毛布，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，シャワーカーテ
ン，紅白幕，ビリヤードクロス，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 項16号)
カバー
2006.07.10 意見書
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊 2006.07.10 代理人受任届
2006.07.10 手続補足書
靴
2006.07.10 手続補足書
2006.07.10 手続補足書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定
2006.09.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.03 登録料納付
［登録］
2007.07.06 登録査定書
2007.08.03 設定納付書
2007.09.04 登録証

24,25,27

【24】布製身の回り品，ふきん，織物製トイレットシートカバー，織物製トイレットペーパーホ 【中間記録情報】
ルダーカバー
［審査］
【25】スリッパ，サンダル，靴下
2005.12.14 願書
2005.12.14 認定･付加情報
【27】浴場用マット，キッチンマット，トイレマット
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 意見書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.07.24 拒絶査定
2007.02.23 登録料納付
［登録］
2007.02.08 登録査定書
2007.02.23 設定納付書
2007.03.20 登録証

25

【25】足の指の当たる部分に突起を設けたスリッパ・ミュール・サンダル・シューズ・及びその 【中間記録情報】
他の履物，足の指の当たる部分に突起を設けた靴中敷，足の指の当たる部分に突起を設 ［審査］
2005.12.21 願書
けたインソール
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.18 意見書
2006.07.28 拒絶査定
2006.11.02 手続補正書(方式)
2006.11.02 手続補足書
2007.09.21 登録料納付
［登録］
2007.08.29 登録査定書
2007.09.21 設定納付書
2007.10.09 登録証

通常 2005-116796

通常 2005-117292

通常:
2005-119732
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
2005.12.13 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.12 意見書
2006.07.14 手続補足書
2006.07.28 拒絶査定
2006.08.14 認定･付加情報

ウィンタータイム＼ＷＩＮＴＥＲ Ｔ
通常 2005-116896
ＩＭＥ

§Ａｇ＋除菌生活

指定商品・役務

25
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３条拒絶（繊維）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,14,18,25

112

極楽堂

通常:
2006-000802
標準

25

113

ＣＯＢＡＬＴ

部活

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.20 意見書
2006.07.07 拒絶査定

【09】携帯電話用ストラップ及びホルダー，携帯電話用ネックストラップ，携帯電話用スク
リーンカット，携帯電話用ケース及びバッグ，その他の携帯電話の部品及び附属品，その
他の電気通信機械器具，マウスパッド，その他の電子応用機械器具及びその部品
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製宝石箱，身飾品，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，時計
【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，かばん用・袋物用のストラップ，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.03.01 手続補足書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.06 認定･付加情報
2006.04.10 早期審査に関する事情説明書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.22 早期審査に関する報告書
2006.05.26 早期審査選定結果の通知書
2006.06.20 意見書
2006.07.14 拒絶査定
2006.08.11 手続補足書
2006.09.05 手続補正書
2007.02.22 登録料納付
2007.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.02.21 登録査定書
2007.02.22 設定納付書
2007.03.27 登録証

優先:
2006-004925
標準

09,14,18
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指定商品・役務
【09】眼鏡，電子応用機械器具及びその部品，携帯電話機用ストラップ，その他の電気通
信機械器具，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，磁心，抵抗線，
電極，ダウンロード可能な音楽又は音声，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコー
ド，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，
映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオテープ・ビデ
オディスク及びその他の記録媒体，ダウンロード可能な画像・映像・文字，電子出版物，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，業務用テレビゲーム機，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，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，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，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，計
算尺
【14】身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，貴金属製のがま口及び財布，貴金
属製コンパクト，キーホルダー，時計，貴金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく
【25】ブーツ，その他の履物

通常:
2006-018068
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.01.25 優先権証明書提出書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.20 期間延長請求書
2006.07.20 意見書
2006.07.24 拒絶査定

