３条拒絶（繊維）２００６．０８.xls
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※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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３条拒絶（繊維）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
24,25

1

ペイズリーオリジナルズ＼ＰＡＩ
ＳＬＥＹ ＯＲＩＧＩＮＡＬＳ

通常 2002-058579

18

2

ペイズリーオリジナルズ＼ＰＡＩ
ＳＬＥＹ ＯＲＩＧＩＮＡＬＳ

通常 2003-000045

25

3

清涼仕立

通常:
2004-026272
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

【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
2002.07.12 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 2002.07.15 認定･付加情報
2003.02.28 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 2003.04.09 意見書
2003.04.09 手続補足書
殊衣服，運動用特殊靴
2003.04.09 代理人受任届
2003.05.28 認定･付加情報
2003.05.28 認定･付加情報
2003.05.28 認定･付加情報
2003.08.22 出願人名義変更届
2003.08.22 手続補足書
2003.08.22 代理人受任届
2003.08.22 手続補足書
2003.10.23 認定･付加情報
2003.10.23 認定･付加情報
2003.10.23 認定･付加情報
2003.10.27 認定･付加情報
2004.06.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.04 拒絶査定
2007.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ
【中間記録情報】
［審査］
2003.01.06 願書
2003.01.06 認定･付加情報
2003.02.14 早期審査に関する事情説明書
2003.03.24 認定･付加情報
2003.03.31 早期審査に関する報告書
2003.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2003.10.07 意見書
2003.10.07 代理人受任届
2003.10.07 手続補足書
2003.11.17 認定･付加情報
2003.11.17 認定･付加情報
2003.11.17 認定･付加情報
2004.04.30 出願人名義変更届
2004.04.30 手続補足書
2004.06.04 認定･付加情報
2004.06.07 認定･付加情報
2004.06.25 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2006.08.04 拒絶査定
2008.03.21 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，エ 【中間記録情報】
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
［審査］
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
2004.03.08 願書
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め， 2004.11.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類，げた，草履類，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用 項16号)
特殊靴
2004.12.22 意見書
2004.12.22 代理人選任届
2004.12.22 手続補足書
2004.12.22 代理人受任届
2004.12.27 認定･付加情報
2005.01.28 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定
2007.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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

2008/5/8
3／21

３条拒絶（繊維）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

4

5

商標

快適着圧

多段階着圧設計

種別 出願番号

区分

花粉知ラズ。

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
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 拒絶査定
【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 2005.06.15 願書
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.02.01 意見書
カバー
2006.08.08 拒絶査定
【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
靴

通常:
2005-047875
標準

通常:
2005-047876
標準

通常 2005-053624

25

7

ＭＯＶＩＮＧＦＩＴ＼ムービング
フィット

通常 2005-055721

※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
2005.05.31 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.26 意見書
2006.08.22 拒絶査定

24,25
6

指定商品・役務

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
2005.06.21 願書
2005.06.21 認定･付加情報
2005.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.10 拒絶査定
2006.11.10 手続補正書(方式)
2006.11.15 手続補足書
2007.06.19 登録料納付
［登録］
2007.05.23 登録査定書
2007.06.19 設定納付書
2007.07.24 登録証
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,25,41

8

＋４４

優先:
2005-057183
標準

25

9

10

11

ＱＩＶＩＵＫ

ＨＯＬＬＡＮＤＥＲ

ＭＯＶＩＮＧ ＦＩＴ

指定商品・役務

中間記録

【09】録画済みＤＶＤ，コンパクトディスク，ミニディスク，コンパクトディスク用ケース，カセット
用ケース，ＣＤ－ＲＯＭ，デジタルコンパクトカセットテープ，デジタルオーディオレコーダー
用テープ，レコード，ＭＰ３インターネットウェブサイトから提供されるダウンロード可能なデ
ジタル音楽，ビデオカセットテープ，オーディオカセットテープ，音楽演奏録音済みレコード，
音楽演奏録画済みビデオカセットテープ，オンラインにより提供されるダウンロード可能な
音楽，インターネットからダウンロード可能なデジタル音楽，通信ネットワークを通じてダウ
ンロード可能な音楽及び映像，リングトーン，音楽家又は音楽演奏を内容とする映画，音楽
又は音楽家による演奏・ダンスの映像を記録したインターネット・その他の通信ネットワーク
からダウンロード可能な記録媒体，電子メール・インスタントメッセージング・その他の電子
メッセージ通信によりダウンロード可能な電子出版物，オンラインにより提供され又はイン
ターネットその他の通信ネットワークを通じてダウンロード可能な娯楽・音楽・舞踊・インタ
ビュー・音楽ビデオ・ファンクラブサービス及び行事等に関する話題を内容とする電子出版
物，データベース・インターネット・その他の通信ネットワークからダウンロード可能な娯楽
情報に関する電子出版物，ダウンロード可能なデジタル音楽，ＭＰ３インターネットウェブサ
イトから提供されるダウンロード可能なデジタル音楽，サングラス，普通眼鏡，その他の眼
鏡，レンズ，枠，その他の眼鏡の部品及び付属品
【16】広告及び販売促進用印刷物，ポスター，歌詞付き楽譜，パンフレット，紙製旗，楽譜，
絵本，塗り絵本，童話集，紙製掲示板，折り畳みポスター集，１枚刷り楽譜集，ＤＶＤ用ケー
ス付ブックカバー，ポストカード，写真，写真立て，ニューズレター，ステッカー，カレンダー，
グリーティングカード，トレーディングカード，ペン，鉛筆，筆記用具ケース，消ゴム，マー
カー，クレヨン，チョーク，便箋，ノートブック，ブックカバー，日記帳，バンパーステッカー，書
籍，雑学に関する書籍，ギター用コード・運指等を付記した楽譜，旅行に関する書籍，百科
辞典，漫画本，写真集，音楽及び娯楽に関する雑誌，その他の印刷物
【25】半ズボン，ジャージー製被服，ブラウス，ワイシャツ，タンクトップ，ティーシャツ，ポロ
【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，和服，エプロン，え
り巻き，靴下，スカーフ，手袋，マフラー，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］
2005.06.23 願書
2005.07.04 優先権証明書提出書
2005.08.08 認定･付加情報
2005.08.08 認定･付加情報
2006.01.10 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))
2006.04.10 期間延長請求書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.05.10 手続補足書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.06.07 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定

通常 2005-057530

20,24

【20】まくら，布製バランス，クッション，マットレス
【中間記録情報】
【24】掛けふとん，ベッドシーツ，まくらカバー，ベッドのひだ飾り，装飾用まくらかけ，厚手の ［審査］
2005.07.04 願書
羽ふとん用カバー，テーブル掛け，ドレープ，カーテン，ウインドウスカーフ，布製カーテン
用止めひも，ベッドスカート，マットレスパッド，マットレストッパー，マットレスカバー，羽入り 2005.07.04 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
敷きふとん，ベッド用毛布，織物
条1項11号を除く))
2006.04.28 期間延長請求書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，ず 【中間記録情報】
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。），げ
2005.08.04 願書
た，草履類，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2005.08.11 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.25 意見書
2006.04.25 代理人受任届
2006.04.26 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
2006.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-060744

通常:
2005-072407
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］
2005.06.24 願書
2005.07.01 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.09 意見書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.09 手続補足書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
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No.

12

13

14

15

商標（見本）

商標

立体商標

新東京＼ＮＥＷ ＴＯＫＹＯ

いかすタイ

コットンイー＼ＣＯＴＴＯＮ．Ｅ

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，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
2005.08.29 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.03 意見書
2006.04.03 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

25

【25】ボロータイ

22,23,24,25

【22】綿を全部または一部に用いてなるターポリン，綿を全部または一部に用いてなる帆，
綿繊維，紡績用に他の繊維と混合された綿繊維，綿を全部または一部に用いてなる衣服
綿，綿を全部または一部に用いてなるハンモック，綿を全部または一部に用いてなる布団
袋，綿を全部または一部に用いてなる布団綿，綿を全部または一部に用いてなる編みひ
も，綿を全部または一部に用いてなる真田ひも，綿を全部または一部に用いてなるのり付
けひも，綿を全部または一部に用いてなるよりひも，綿を全部または一部に用いてなる綱
類，綿を全部または一部に用いてなる網類（金属製又は石綿製のものを除く。），綿を全部
または一部に用いてなる布製包装用容器，綿を全部または一部に用いてなる日よけ，綿を
全部または一部に用いてなる雨覆い，綿を全部または一部に用いてなる天幕，綿を全部ま
たは一部に用いてなる日覆い，綿を全部または一部に用いてなる靴用ろう引き縫糸，綿を
全部または一部に用いてなるザイル，綿を全部または一部に用いてなる登山用又はキャン
プ用のテント
【23】綿を全部または一部に用いてなる糸
【24】綿を全部または一部に用いてなる織物，綿を全部または一部に用いてなるメリヤス生
地，綿を全部または一部に用いてなるフェルト及び不織布，綿を全部または一部に用いて
なるろ過布，綿を全部または一部に用いてなる布製身の回り品，綿を全部または一部に用
いてなるかや，綿を全部または一部に用いてなる敷布，綿を全部または一部に用いてなる
布団，綿を全部または一部に用いてなる布団カバー，綿を全部または一部に用いてなる布
団側，綿を全部または一部に用いてなるまくらカバー，綿を全部または一部に用いてなる
毛布，綿を全部または一部に用いてなる織物製テーブルナプキン，綿を全部または一部に
用いてなるふきん，綿を全部または一部に用いてなるシャワーカーテン，綿を全部または
一部に用いてなるのぼり及び旗（紙製のものを除く。），綿を全部または一部に用いてなる
織物製トイレットシートカバー，綿を全部または一部に用いてなる織物製いすカバー，綿を
全部または一部に用いてなる織物製壁掛け，綿を全部または一部に用いてなるカーテン，
綿を全部または一部に用いてなるテーブル掛け，綿を全部または一部に用いてなるどん
【25】被服
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.09.21 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.15 意見書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-076818
立体

通常 2005-080376

通常:
2005-081233
標準

通常 2005-083268

プレッピースポーツ＼ＰＲＥＰＰＩ
通常 2005-085487
Ｅ Ｓｐｏｒｔｓ

※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】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，化粧品
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ
【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，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。）

25

16

指定商品・役務

03,18,25

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.17 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.15 期間延長請求書
2006.08.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 意見書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2006.05.09 手続補正書
2006.08.04 拒絶査定
【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)
2006.04.24 手続補正書
2006.04.24 意見書
2006.08.03 拒絶査定

2008/5/8
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３条拒絶（繊維）２００６．０８.xls
No.

17

18

19

20

21

22

商標（見本）

商標

スマートビズ

ライブビズ

着圧美

らくちんふきふき

Ｍｙ Ｏｒｉｇｉｎａｌ

ギュッとひきしめ

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
2005.09.15 願書
2005.09.15 認定･付加情報
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)
2006.08.11 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
2005.09.15 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 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
2005.09.28 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

24

【24】ふきん，織物製テーブルナプキン，織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルク 【中間記録情報】
［審査］
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
2005.09.29 願書
品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，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 2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.08.30 拒絶査定
ヤードクロス，布製ラベル

14

【14】身飾品

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］
2005.10.03 願書
2005.10.03 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.15 意見書
2006.05.15 手続補足書
2006.06.12 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-086651
標準

通常:
2005-086652
標準

通常:
2005-090497
標準

通常:
2005-091162
標準

通常 2005-091228

通常 2005-091838

※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］
2005.09.30 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
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No.

23

24

25

商標（見本）

商標

着るサプリメント

寝床内気象

寝床内温度

種別 出願番号

区分

24

【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
【中間記録情報】
［審査］
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
2005.10.05 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 2005.10.13 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
項16号)
ビリヤードクロス，布製ラベル
2006.05.29 意見書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
2006.12.04 手続補正書(方式)
2007.04.13 登録料納付
2007.06.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.02.28 登録査定書
2007.04.13 設定納付書
2007.05.01 登録証

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
2005.10.05 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 2005.10.13 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
項16号)
ビリヤードクロス，布製ラベル
2006.05.29 意見書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
2006.12.04 手続補正書(方式)
2007.04.13 登録料納付
2007.06.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.02.28 登録査定書
2007.04.13 設定納付書
2007.05.01 登録証

通常:
2005-093367
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
2005.10.03 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.02.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.17 刊行物等提出書
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.03.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.19 意見書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.04.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.03 拒絶査定
2006.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-091853
標準

通常:
2005-093368
標準

指定商品・役務

25
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No.

26

27

28

29

30

31

商標（見本）

商標

寝床内湿度

ＯＰＢｒａ＼オーピーブラ

ＢＥＤＳＬＩＮＧ

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
2005.10.05 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 2005.10.13 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
項16号)
ビリヤードクロス，布製ラベル
2006.05.29 意見書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
2006.12.04 手続補正書(方式)
2007.04.13 登録料納付
2007.06.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.02.28 登録査定書
2007.04.13 設定納付書
2007.05.01 登録証

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
2005.10.13 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 拒絶査定

25

【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 【中間記録情報】
［審査］
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2005.10.13 願書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.03 拒絶査定

25

【25】靴下その他の被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定
2006.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

24

【24】ふきん

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 意見書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2007.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

18

【18】かばん類，袋物

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.06 意見書
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-093369
標準

通常 2005-095453

通常:
2005-095490
標準

ナンバーワン＼ＮＯ．１＼ＮＵＭ
通常 2005-099937
ＢＥＲ ＯＮＥ

§Ａｇ＋＼除菌＼ふきん

ＦＩＮＥＢＬＵＥ

通常 2005-100266

通常:
2005-100426
標準

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

中間記録

24
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No.

32

33

商標（見本）

商標

ＦＩＮＥＢＬＵＥ

抗酸化

種別 出願番号

区分

ＥＭ抗酸化

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.06 意見書
2006.08.11 拒絶査定

02,19,24

【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，防錆グリー
ス，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用
又は美術用の貴金属はく及び粉
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），土砂崩壊
防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその製品，木材，石材，建築
用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け
塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），
送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光
式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽
類（金属製又はプラスチック製のものを除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除
く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製の
ものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のもの
を除く。），石製彫刻，コンクリート製彫刻，大理石製彫刻，鉱物性基礎材料
【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
【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，防錆グリー
ス，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用
又は美術用の貴金属はく及び粉
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノ
リューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト
及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），土砂崩壊
防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその製品，木材，石材，建築
用ガラス，人工魚礁（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け
塗装用ブース（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），
送水管用バルブ（金属製又はプラスチック製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光
式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽
類（金属製又はプラスチック製のものを除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除
く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製の
ものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のもの
を除く。），石製彫刻，コンクリート製彫刻，大理石製彫刻，鉱物性基礎材料
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.11.04 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.11 手続補正書
2006.05.11 意見書
2006.08.07 拒絶査定

通常:
2005-100427
標準

通常:
2005-101459
標準

通常:
2005-101460
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，履物

02,19,24

34

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.11.04 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.11 手続補正書
2006.05.11 意見書
2006.08.07 拒絶査定
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No.

35

36

37

38

商標（見本）

商標

発熱するから温かい

快適科学

Ｌｕｓｓｏ＼ルッソ

ネオプロダクツ

種別 出願番号

区分

さらっとさわやか

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
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.01 拒絶査定

14,25

【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，宝玉の原石，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用
具
【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 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)
2006.08.25 拒絶査定

14,15,21

【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
【15】調律機，楽器，演奏補助品，音さ
【21】陶磁器製・クリスタル製又はガラス製の置物，クリスタルガラス製品，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
【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］
2005.11.02 願書
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 拒絶査定

通常:
2005-101593
標準

通常:
2005-102626
標準

通常 2005-102877

通常:
2005-103103
標準

通常 2005-103279

※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
2005.10.28 願書
2005.10.31 認定･付加情報
2006.04.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.25 意見書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.05.29 手続補足書
2006.06.26 認定･付加情報
2006.08.03 拒絶査定

25
39

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.12.05 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 拒絶査定
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No.

40

41

42

43

44

45

46

47

商標（見本）

商標

Ｑｂａｇ

２タックブーツ

プリーツブーツ

Ｂａｓｉｃｌｉｎｅ

インスタント・キャノピー

インスタント・テント

インスタント・タープ

インスタント・シェード

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【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

【25】履物

25

【25】履物

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.07 認定･付加情報
2006.04.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.09 拒絶査定

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，下着，寝巻き類，水泳着，靴下，足袋，手
袋，Ｔシャツ，スウェットシャツ，和服，ズボンつり，ガーター，ベルト，エプロン，水泳帽，帽
子，ずきん，ヘルメット，耳覆い，ネクタイ，マフラー，スカーフ，バンダナ，ショール，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

22

【22】天幕，天幕用仕切り，登山用又はキャンプ用のテント，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，日覆い，よしず，靴用ろう引き縫糸，ザイル，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.05.08 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))
2006.08.14 拒絶査定
2006.09.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

22

【22】天幕，天幕用仕切り，登山用又はキャンプ用のテント，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，日覆い，よしず，靴用ろう引き縫糸，ザイル，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.05.08 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))
2006.08.14 拒絶査定

22

【22】天幕，天幕用仕切り，登山用又はキャンプ用のテント，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，日覆い，よしず，靴用ろう引き縫糸，ザイル，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.05.08 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))
2006.08.14 拒絶査定

22

【22】天幕，天幕用仕切り，登山用又はキャンプ用のテント，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，日覆い，よしず，靴用ろう引き縫糸，ザイル，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.05.08 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))
2006.08.14 拒絶査定

通常:
2005-103415
標準

通常 2005-103953

通常 2005-103954

通常 2005-104913

通常:
2005-105117
標準

通常:
2005-105118
標準

通常:
2005-105119
標準

通常:
2005-105120
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
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2005.11.04 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)
2006.08.11 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.07 認定･付加情報
2006.04.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.09 拒絶査定
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48

49

50

51

52

53

54

商標（見本）

商標

ＧＲＡＹＦＬＡＮＮＥＬ

ＢＯＤＹ ＦＩＴ ＣＯＮＴＯＲＯＬ

スゴイヘア

ラインレース

ラジウムコアケット

まゆ＼繭から作った靴下

ハイ・カッパ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【中間記録情報】
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，靴下，ショール，スカーフ，手袋，ネクタイ， ［審査］
ネッカチーフ，マフラー，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 2005.10.27 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2005.10.27 願書
2005.12.05 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)
2006.08.04 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

【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1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

24

【24】織物製壁掛け，カーテン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.11.21 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

20,24

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
【24】かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，肌かけケット，寝具とし
て使用するパット，敷パット

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.08 拒絶査定

25

【25】靴下

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 拒絶査定

25

【25】レインコート，雨合羽，合羽

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.11.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.25 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

通常 2005-105346

通常 2005-105394

通常:
2005-105421
標準

通常:
2005-105849
標準

通常:
2005-106162
標準

通常 2005-106336

通常 2005-106436

※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

18,25
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No.

55

56

57

58

59

商標（見本）

商標

ひきしめ美脚

はきかえクイック

Ｃｏｏｌ’ｄ－Ｌｉｎｅｎ

接触涼感

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 意見書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

25

【25】下着，靴下，靴下止め，履物

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 意見書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.08.18 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
2005.11.14 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.29 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］
2005.11.15 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

14

【14】キュービックジルコニア，合成石，天然石を使った宝飾品，貴金属，キーホルダー，貴
金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・
ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製針箱，貴金属製のろうそく
消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶及び水盤，記念カップ，記念た
て，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
【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
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.07 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

12,25

【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
【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
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

18,25

【18】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，皮革製包装用容 【中間記録情報】
器，愛玩動物用被服類，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
［審査］
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 2005.11.16 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
殊衣服，運動用特殊靴
条1項11号を除く))
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-106555
標準

通常:
2005-106557
標準

通常 2005-106822

通常 2005-107119

Ｉ ＳＴＯＮＥ

通常:
2005-107269
標準

だきしめーる

通常:
2005-107328
標準

61

62

ベッド型

Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｓｔａｔｅ

通常:
2005-107329
標準

通常 2005-107764

※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】下着，靴下，靴下止め，履物

25
60

指定商品・役務

25
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No.

63

64

65

66

67

68

69

商標（見本）

商標

極める贅沢

楽しむ感触

ルルドの泉

しきふとんべっど

ちゅらしゃつ

光ハイブリッド触媒

ＡＹＡＮＯ

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
2005.11.17 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 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
2005.11.17 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 拒絶査定

14

【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，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，時計，貴金属製喫煙用具

【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)
2006.08.25 拒絶査定

20,24

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，寝台
【24】かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

25

【25】ワイシャツ類

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
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))
2006.05.27 手続補正書
2006.05.27 上申書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.06.30 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定

18,25

【18】かばん類，袋物
【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2005.11.30 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)
2006.08.18 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，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・ 【中間記録情報】
靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。），げた，草履類，仮装用衣服
［審査］
2005.11.25 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.18 拒絶査定

通常 2005-108649

通常 2005-108650

通常 2005-108816

通常:
2005-109458
標準

通常:
2005-110075
標準

通常 2005-110742

通常 2005-110909

※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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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
18

70

ＵＡ ＬＵＧＧＡＧＥ

通常 2005-111259

25

71

72

73

74

プレミアム＼ＰＲＥＭＩＵＭ

浜名湖タオル

個食市場

飛距離と角度

通常 2005-111268

ＳＰＯＲＴＳＧＥＡＲ

【24】タオル織物，タオル，その他のタオル地製の身の回り品，タオル地製の敷布，タオル 【中間記録情報】
地製の布団，タオル地製の布団カバー，タオル地製の布団側，タオル地製のまくらカバー， ［審査］
タオル地製の毛布，タオル地製のテーブルナプキン，タオル地製のふきん，タオル地製のト 2005.11.29 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
イレットシートカバー，タオル地製のいすカバー，タオル地製の壁掛け，タオル地製のカー
項16号)
テン，タオル地製のテーブル掛け，タオル地製のどん帳，タオル地製のラベル
2006.08.25 拒絶査定

25,35

【25】作業者用衣服，エプロン
【35】広告

12,25

【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品
【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］
2005.11.29 願書
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
2005.11.29 認定･付加情報
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，保湿用サポーター，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， 2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.23 拒絶査定
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。）
【25】履物，仮装用衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2005.11.30 認定･付加情報
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.24 意見書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

通常:
2005-111807
標準

通常:
2005-111880
標準

通常:
2005-111938
標準

通常 2005-112120

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

中間記録

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2005.11.28 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.26 手続補正書
2006.06.26 意見書
2006.06.26 認定･付加情報
2006.06.28 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定
2006.10.27 手続補正書(方式)
2007.08.14 登録料納付
［登録］
2007.08.08 登録査定書
2007.08.14 設定納付書
2007.09.04 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，水泳着，水泳帽，和服，エ 【中間記録情報】
プロン，靴下，スカーフ，手袋，ネクタイ，ずきん，帽子，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の ［審査］
引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。），草履類，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬 2005.11.28 願書
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
靴」を除く。）
第4条1項11号)
2006.08.30 拒絶査定
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

24

25

75

指定商品・役務
【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，皮革
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［審査］
2005.11.29 願書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.22 拒絶査定
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76

77

78

79

80

商標（見本）

商標

ゲルマニウムスタイル

ＲＥＴＲＯ＼レトロ

種別 出願番号

区分

赤ちゃん工学

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
2005.11.30 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 2005.11.30 認定･付加情報
2006.05.25 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 2006.08.24 拒絶査定
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，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
2005.11.30 願書
2005.11.30 認定･付加情報
2006.05.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.24 拒絶査定

09,14,18,25

【09】眼鏡
【14】身飾品，時計，キーホルダー
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ
【25】被服，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，えり巻き，靴下，ゲートル，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，耳覆い，帽子，ガーター，靴下止め，
ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 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
【25】履物，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 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)
2006.08.23 拒絶査定

通常 2005-112177

通常 2005-112426

通常 2005-113068

通常:
2005-113155
標準

25
81

ＷＡＴＥＲ ＳＨＩＥＬＤ ＧＥＡＲ

通常 2005-113731

25
82

有田陶人

通常:
2005-114246
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
2005.11.30 願書
2005.11.30 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.25 拒絶査定
2007.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ＭＯＴＩＯＮＦＩＴ＼モーションフィッ
通常 2005-112427
ト

ＷＡＬＮＵＴ

指定商品・役務

25

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2005.12.05 認定･付加情報
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.24 拒絶査定
2007.09.24 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
2005.12.06 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０８.xls
No.
83

84

85

86

商標（見本）

商標
伊万里陶人

ｔｈｅ Ａｏｉ ｊａｐａｎ

種別 出願番号

区分

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
2005.12.06 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

14

【14】身飾り品，宝玉およびその模造品

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
2005.12.08 願書
2005.12.08 手続補足書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.01.30 手続補正書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

20,24

【20】家具，クッション，座布団，まくら，マットレス
【24】かや，敷き布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布

通常:
2005-114247
標準

通常 2005-114531

§Ｂａｓｈａｍｉｃｈｉ＼ＹＯＫＯＨＡＭ
通常 2005-115126
Ａ

玉 川

指定商品・役務

25

通常:
2005-115488
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

09,14,16,18,20,21,2 【09】携帯電話用のストラップ，コンパクトディスク，録画済みビデオテープ・デジタルビデオ 【中間記録情報】
ディスク
［審査］
4,25,41
87

ＢＵ－１５

通常 2005-116034

16,18,20

88

メモレット

通常:
2005-116774
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。

【14】キーホルダー，ネックレス，ブレスレット，貴金属製バッジ
【16】シール，文房具，紙製カード，パンフレット，写真集，カレンダー，クリアファイル
【18】かばん類
【20】うちわ
【21】マグカップ
【24】タオル
【25】シャツ，帽子，リストバンド
【41】書籍・写真集の制作，録画済みビデオテープ・デジタルビデオディスクの貸与，レコー
【16】紙製簡易買物袋，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，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，電気式鉛筆削り，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，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，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，トレーディングカード，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】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
【20】養蜂用巣箱，カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・
ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッ
シャー（金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製
のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・竹製又はプラスチック製の包
装用容器，ストロー，盆（金属製のものを除く。），ししゅう用枠，ネームプレート及び標札（金
属製のものを除く。），旗ざお，うちわ，せんす，植物の茎支持具，愛玩動物用ベッド，犬小
屋，小鳥用巣箱，きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵便受け（金属製又は石製
のものを除く。），帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，家庭用水槽（金属製又
は石製のものを除く。），ハンガーボード，工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディス
ペンサー（金属製のものを除く。），家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテ
ン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，人工池，揺りかご，幼児用歩行器，スリーピングバッグ，額
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2005.11.29 願書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.05.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2006.05.29 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))
2006.08.28 拒絶査定
2006.08.31 手続補足書
2007.03.16 登録料納付
2007.06.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.03.05 登録査定書
2007.03.16 設定納付書
2007.04.17 登録証
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３条拒絶（繊維）２００６．０８.xls
No.

89

90

91

92

93

94

商標（見本）

商標

Ｓｐａｒｋｎｏｎ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【14】身飾品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 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，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

25

【25】履物，運動用特殊靴，被服，運動用特殊衣服，ガーター，靴下止め，バンド，ベルト， 【中間記録情報】
［審査］
仮装用衣服
2005.12.16 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 意見書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

24

【24】ひざ掛け，まくらカバー

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
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.06.13 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))
2006.07.24 意見書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定
2006.10.23 手続補正書(方式)
2007.04.26 登録料納付
［登録］
2007.04.10 登録査定書
2007.04.26 設定納付書
2007.05.22 登録証

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
2005.12.21 願書
2006.06.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.30 拒絶査定

通常 2005-117259

§Ｂａｓｈａｍｉｃｈｉ＼ＹＯＫＯＨＡＭ
通常 2005-118453
Ａ

Ｔｈｅ ＦｏｏｔＣｏｍｆｏｒｔ Ｃｏｍｐａｎ
通常 2005-118541
ｙ＼足の快適を約束する会社

Ａ ｌａｓ ｄｉｅｚ

ＡＮＹＴＨＩＮＧ ＧＯＥＳ

ＨＡＮＧ ＯＮ

通常:
2005-119639
標準

通常 2005-119758

通常:
2005-119864
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］
2005.12.07 願書
2005.12.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

2008/5/8
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３条拒絶（繊維）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

95

必勝はちまき

通常 2005-120138

25

96

合格はちまき

通常 2005-120139

25

97

98

99

ＮＯＲＤＷＩＣＫ＼ノルドウィック

ＤＵＡＬ ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＯＲ

ＴＳ ＣＯＭＰＡＮＹ＼ティーエス
カンパニー

通常 2005-122587

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

中間記録

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.05 手続補正書
2006.07.05 意見書
2006.08.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.25 拒絶査定
【25】はちまき（運動用特殊衣服の属するものを除く。）
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.05 手続補正書
2006.07.05 意見書
2006.08.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.25 拒絶査定
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2005.12.28 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.24 意見書
2006.07.25 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定
2006.10.26 手続補正書(方式)
2007.05.14 登録料納付
2008.03.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.04.19 登録査定書
2007.05.14 設定納付書
2007.05.29 登録証

14

【14】時計，貴金属，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，宝玉及びその模造品， 【中間記録情報】
［審査］
宝玉の原石
2006.01.12 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.31 意見書
2006.07.31 代理人受任届
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
2006.11.10 手続補正書(方式)
2007.07.04 登録料納付
［登録］
2007.06.29 登録査定書
2007.07.04 設定納付書
2007.07.24 登録証

18,25

【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
【中間記録情報】
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
［審査］
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 2006.01.26 願書
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
殊衣服，運動用特殊靴
2006.08.21 意見書
2006.08.28 拒絶査定

通常:
2006-001479
標準

通常 2006-005848

指定商品・役務
【25】はちまき（運動用特殊衣服の属するものを除く。）
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３条拒絶（繊維）２００６．０８.xls
No.

100

101

102

商標（見本）

商標

ＴＳ ＳＴＯＲＥ＼ティーエススト
ア

ＭＯＶＩＮＧＦＩＴ＼ムービング
フィット

ＤＯＵＸ ＢＬＡＮＫＥＴ

種別 出願番号

区分

グッドラクナ

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
2006.01.30 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.04.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.10 拒絶査定

24

【24】毛布

通常 2006-005849

通常 2006-006755

通常:
2006-010066
標準

通常:
2006-010260
標準

03,08,09,16,20,21,2
4,26,28,29,30,32,33,
34

104

ＷＷ

通常 2006-011729

※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】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
【中間記録情報】
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
［審査］
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 2006.01.26 願書
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
殊衣服，運動用特殊靴
2006.08.21 意見書
2006.08.28 拒絶査定

25
103

指定商品・役務

18,25

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.17 意見書
2006.08.17 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶査定
2007.06.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【25】履物，被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，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
2006.02.08 願書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.24 意見書
2006.08.29 拒絶査定
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.02.13 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，香水，その他
の化粧品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけ 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
づめ，つけまつ毛
2006.08.02 意見書
2006.08.25 拒絶査定
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ
り及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），か
つお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チー
ズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち
工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具
に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ
アセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【09】携帯電話機用カバー，携帯電話機の専用ケース，携帯電話機用ストラップ，その他の
電気通信機械器具，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
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,08,09,16,20,21,2
4,26,28,29,30,32,33,
34

105

Ｗ２

通常 2006-011730

09,14,16,18,24,25,4
2

106

ＮＥＲＶ＼ネルフ

分割 2006-038234

25
107

ガールズコレクション

分割:
2006-039713
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

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.02.13 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，香水，その他
の化粧品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけ 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
づめ，つけまつ毛
2006.08.02 意見書
2006.08.25 拒絶査定
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ 2007.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
り及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），か
つお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チー
ズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち
工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具
に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ
アセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【09】携帯電話機用カバー，携帯電話機の専用ケース，携帯電話機用ストラップ，その他の
電気通信機械器具，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
【09】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 【中間記録情報】
器具及びその部品，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 ［審査］
ビデオディスク及びビデオテープ
2006.04.25 願書
【14】貴金属製コンパクト
2006.05.01 認定･付加情報
【16】紙製幼児用おしめ，文房具類，印刷物，写真，写真立て
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【18】携帯用化粧道具入れ
号)
【24】布製ラベル
2006.08.11 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，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，ずきん，すげが
さ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子
【42】電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供
【25】履物
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.10 拒絶査定
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