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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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３条拒絶（繊維）２００６．０９.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

09,14,16,20,24,25,4 【09】レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映 【中間記録情報】
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，録画済ビデオディスク及びビデ ［審査］
1

1

ＰＡＲＡＤＩＳＥＧＯ！ＧＯ！

通常 2005-027646

09,14,16,20,24,25,4
1

2

清木場俊介

通常:
2005-027652
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。

オテープ，眼鏡，電子出版物
【14】キーホルダー，身飾品，時計
【16】文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】家具
【24】布製身の回り品
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊服，運動用
特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの
企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書
及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演
劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演
劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ
の制作（映画・放送用番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像
機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，ス
ポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽
の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除
く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，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，興行場の座席の手配，映画機械器具
の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，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，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機
械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸
【09】レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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，録画済ビデオディスク及びビデ
オテープ，眼鏡，電子出版物
【14】キーホルダー，身飾品，時計
【16】文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】家具
【24】布製身の回り品
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊服，運動用
特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの
企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書
及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演
劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演
劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ
の制作（映画・放送用番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像
機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，ス
ポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽
の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除
く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，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，興行場の座席の手配，映画機械器具
の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，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，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機
械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸
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2005.03.30 願書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.08.09 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))
2005.09.20 意見書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.30 願書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.08.09 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))
2005.09.20 意見書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定
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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

09,14,16,20,24,25,4 【09】レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映 【中間記録情報】
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，録画済ビデオディスク及びビデ ［審査］
1

3

ＲＡＴＨＥＲ ＵＮＩＱＵＥ

通常:
2005-027653
標準

18

4

文庫革

最適着圧

2005.03.30 願書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.08.09 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))
2005.09.20 意見書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定

【10】医療用サポーター
【25】靴下，保温用サポーター
【28】サポーター

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.27 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 意見書
2006.09.15 拒絶査定

通常:
2005-047862
標準

10,25,28

5

オテープ，眼鏡，電子出版物
【14】キーホルダー，身飾品，時計
【16】文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】家具
【24】布製身の回り品
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊服，運動用
特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの
企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書
及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演
劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演
劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ
の制作（映画・放送用番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像
機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，ス
ポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽
の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除
く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，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，興行場の座席の手配，映画機械器具
の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，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，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機
械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸
【18】袋物

通常:
2005-057930
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］
2005.05.31 願書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.21 手続補正書
2005.12.21 手続補足書
2005.12.21 意見書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定

2008/6/3
4／29

３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,26,44

6

クログロ

通常:
2005-058364
標準

25

7

プロ＼ＰＲＯ

通常 2005-059535

25

8

ＫＯＢＥ ＢＩＺ＼コーベビズ

指定商品・役務
【03】育毛料，ヘアークリーム，ヘアースプレー，ヘアートニック，ヘアーリンス，せっけん類，
義毛用の家庭用帯電防止剤，その他の家庭用帯電防止剤，かつら装着用接着剤，かつら
用剥離剤，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，洗濯用漂白
剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，
靴墨，つや出し剤，歯磨き，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，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
【05】育毛剤，発毛促進剤，その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，
カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂
綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，
はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
【26】かつら用基布，かつらベース，増毛用毛髪，その他の頭飾品，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，ボタン類，造花の花輪，造花（「造花の花輪」を除く。），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
【44】美容，理容，かつらの装着及びそれに伴う調髪，育毛，増毛，ファクシミリ・電話又はイ
ンターネットによる育毛及び脱毛の予防に関する情報の提供を含む育毛及び脱毛の予防
に関する情報の提供（医業に関するものを除く。），ファクシミリ・電話又はインターネットに
よる育毛及び脱毛の予防に関する指導及び助言を含む育毛及び脱毛の予防に関する指
導及び助言（医業に属するものを除く。），頭皮の健康に関する指導及び助言，頭皮のマッ
【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

通常 2005-061400

※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］
2005.06.27 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)
2006.03.27 意見書
2006.03.29 手続補足書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶査定
2006.12.27 手続補正書
2006.12.28 手続補足書
2008.03.13 手続補正書

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.30 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.02.16 手続補正書
2006.02.16 意見書
2006.03.02 協議命令書
2006.03.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.27 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，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，スボンつり，バン ［審査］
2005.07.05 願書
ド，ベルト，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2005.07.05 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.02.14 手続補正書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.02.14 意見書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.12 意見書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定
2007.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

商標（見本）

9

10

商標

カーゴキャップ

図形商標

種別 出願番号

区分

12

13

らくしめ着圧

らくしめ

ひきしめフィット

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，植物の供覧，動物 2005.07.27 願書
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 2005.07.28 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
供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上
映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作， 項16号)
教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送 2006.09.15 拒絶査定
番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のため
に使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は
開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競
走の興行に関するものを除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，
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
席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，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，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，お
もちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の貸
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2005.07.20 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.15 意見書
2006.03.15 代理人受任届
2006.03.15 認定･付加情報
2006.05.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.29 拒絶査定

通常 2005-069123

通常 2005-069152

通常 2005-071842

※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］
2005.07.27 願書
2005.07.27 代表者選定届
2005.07.27 物件提出書
2005.09.16 認定･付加情報
2005.09.16 認定･付加情報
2005.09.16 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2005.07.20 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.15 意見書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.03.15 代理人受任届
2006.09.29 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
用特殊靴
［審査］
2005.07.21 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

通常 2005-071843

通常 2005-072321

中間記録

【22】布製包装用容器

25

11

指定商品・役務

22
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

14

15

16

17

18

19

商標（見本）

商標

３Ｄ ＦＵＮＣＴＩＯＮ

ウインタービズ ＷＩＮＴＥＲＢＩＺ

スプリングビズ ＳＰＲＩＮＧＢＩＺ

サマービズ ＳＵＭＭＥＲＢＩＺ

オータムビズ ＡＵＴＵＭＮＢＩＺ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】履物，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.01 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，履物，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.24 意見書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，履物，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.24 意見書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，履物，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.24 意見書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，履物，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.24 意見書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶査定

22,23,24,25

【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］
2005.08.10 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， 2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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， 2006.09.08 拒絶査定
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

通常 2005-072936

通常:
2005-074774
標準

通常:
2005-074776
標準

通常:
2005-074777
標準

通常:
2005-074778
標準

ローヤルナイル＼Ｒｏｙａｌ Ｎｉｌｅ 通常 2005-074910

※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.

20

21

22

23

24

25

26

商標（見本）

商標

クリンベール＼ＣＬＥＡＮＶＥＩＬ

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
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製いすカバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル 2005.08.10 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
殊衣服，運動用特殊靴
2006.09.08 拒絶査定

18

【18】カバン類

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2005.08.01 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(条文なし)
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，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
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.29 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，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
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2005.08.25 願書
2005.08.25 認定･付加情報
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.04 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
2005.08.25 願書
2005.08.25 認定･付加情報
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.04 拒絶査定

通常 2005-074913

どこでも充電ポシェット＼どこで
もポシェット＼どこでも充電バッ 通常 2005-075699
グ＼どこでもバッグ

スッキリ脚

パワーサポート

ひきしめフィット

Ｓｔｙｌｉｓｈｃｏｏｌ スタイリッシュ
クール

Ｓｔｙｌｉｓｈｗａｒｍ スタイリッシュ
ウォーム

通常 2005-076172

通常 2005-078753

通常 2005-078755

通常:
2005-079383
標準

通常:
2005-079384
標準

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

中間記録

24,25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2005.08.19 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定
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No.

27

28

29

30

31

32

33

商標（見本）

商標
ＷＡＲＭＳＬＥＥＰ ウォームス
リープ

ＣＯＯＬＳＬＥＥＰ クールスリー
プ

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］
2005.08.31 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.25 拒絶査定

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.25 拒絶査定

25

【25】スーツ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

25

【25】スーツ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

25

【25】ストレッチ素材でできている被服（和服を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 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)
2006.04.11 手続補正書
2006.04.11 意見書
2006.07.21 補正の却下の決定
2006.07.25 手続補正書
2006.09.01 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，エ 【中間記録情報】
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
［審査］
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
2005.09.06 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， 2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類，げた，草履類，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用 号)
特殊靴
2006.09.08 拒絶査定

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ 【中間記録情報】
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
［審査］
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
2005.09.06 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， 2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類，げた，草履類，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用 第4条1項11号)
特殊靴
2006.09.08 拒絶査定

通常:
2005-081274
標準

通常:
2005-081275
標準

３Ｄストレッチ＼§リラックススー
通常 2005-084348
ツ＼ＲＥＬＡＸＳＵＩＴ

３Ｄストレッチ＼§脚長リラック
ススーツ＼ＲＥＬＡＸＳＵＩＴ

丸ごとストレッチ

さわやかビズ

快適ビズ

通常 2005-084349

通常:
2005-087915
標準

通常 2005-088085

通常 2005-088086

※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.

34

35

商標（見本）

商標

あったかビズ

ｔｅｘ－Ｓｔｙｌｅ

種別 出願番号

区分

24,25

【24】織物（畳べり地を除く。），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
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【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，絵の具，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
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろう
そく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，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，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，滑車，ばね，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航
路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，
金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装
用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，金属製のネームプ
レート及び標札，犬用鎖，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，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭
用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼ
ン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
【25】下着

通常 2005-088091

通常:
2005-089516
標準

Ｇｏｏｄ Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ ｆｏｒ Ｔｏｍ 通常:
2005-091155
ｏｒｒｏｗ
標準

25
37

デミブラ＼ｄｅｍｉｂｒａ

通常 2005-091248

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

中間記録

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ 【中間記録情報】
［審査］
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
2005.09.06 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， 2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類，げた，草履類，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用 号)
2006.09.08 拒絶査定
特殊靴

01,02,04,05,06,07,0
9,10,11,16,17,19,20,
21,24,27,29,30,35,3
6,37,39,41,42

36

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2006.03.28 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))
2006.05.08 手続補正書
2006.05.08 意見書
2006.05.08 手続補足書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.09.26 拒絶査定
2007.06.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
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
2006.09.05 拒絶査定
2006.10.05 手続補足書
2007.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.09.30 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)
2006.09.01 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

38

39

40

41

商標（見本）

商標

ｎａｔｕｒａｌ ｆｉｔ ｐａｎｔｓ

アクティブビズ

デイリービズ

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
2005.09.22 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
用特殊靴
［審査］
2005.09.22 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

11,14,20

【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装
置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子
炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用
又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用加熱調理機械器具，業務用食器乾燥
機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，
し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄水装置，水道蛇口用座金，水道蛇口用
ワッシャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用
浄水器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，か
いろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器
用いす，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，化学物質を充てんした保温保冷具，火鉢
類
【14】身飾品，キーホルダー，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，貴金属製宝石箱，貴金属製
の花瓶及び水盤，記念カップ，記念たて，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原石
並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【20】アドバルーン，木製又はプラスチック製の立て看板，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，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。），貯蔵槽類（金属製又は石製のものを除く。），輸送用コンテ
ナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金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，麦わらさなだ，木製・竹製又
【25】伸縮性を有する履物

通常:
2005-091488
標準

通常 2005-093851

通常 2005-093858

ペーパーライト＼ＰＡＰＥＲＬＩＧＨ
通常 2005-094144
Ｔ

２ＷＡＹＳＴＲＥＴＣＨ＼ツーウェイ
通常 2005-094462
ストレッチ

※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】スボン及びパンツ

25
42

指定商品・役務

25
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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1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.24 出願人名義変更届
2005.10.24 手続補足書
2005.11.25 認定･付加情報
2005.11.28 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)
2006.04.21 意見書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 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)
2006.09.01 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

43

おやすみネックウォーマー

通常:
2005-095888
標準

25

44

ＰＩＮＫ ＬＡＢＥＬ＼ＵＮＩＦＯＲＭ

通常 2005-096253

25

45

46

47

48

ＦＲＡＮＣＥ ＶＳ ＩＴＡＬＹ

サラサラメイク

見える、信頼の証。

武蔵

通常:
2005-098988
標準

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.10.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 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
2005.10.14 願書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.10 意見書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定
【25】被服
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.05 意見書
2006.09.29 拒絶査定
2006.12.27 手続補正書(方式)
2006.12.28 手続補正書
2006.12.28 手続補正書
2006.12.29 手続補足書

25

【25】被服，靴下止め，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.10.31 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)
2006.06.29 意見書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.09.04 拒絶査定

14,35,40

【14】貴金属，身飾品，宝飾品，宝玉の原石，ダイヤモンド，宝玉，宝玉の模造品，時計
【35】商品の販売に関する情報の提供，広告，市場調査，商品販売促進のための展示会の
企画・運営又は開催，事業に関する指導及び助言
【40】半貴石・宝玉・宝飾品の彫刻加工・取付加工又は切削加工

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.05.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.19 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2005.11.04 願書
2005.11.07 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)
2006.09.15 拒絶査定

通常:
2005-101746
標準

通常 2005-102942

通常:
2005-103443
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】えり巻，マフラー，スカーフ，帽子
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2008/6/3
12／29

３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

49

50

51

52

53

54

商標（見本）

商標

Ｎａｎｏｆｉｂｒｅ

Ｎａｎｏｆｉｂｒｅ

Ｎａｎｏｔｅｃ

Ｎａｎｏｔｅｃ

銀座・丸の内の ＯＬ１００ 人

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【23】糸

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 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］
2005.11.07 願書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

23

【23】糸

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 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］
2005.11.07 願書
2005.11.14 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)
2006.09.01 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2005.11.07 願書
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.05 意見書
2006.06.06 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶査定
2006.12.20 手続補正書
2006.12.21 手続補足書
2007.12.06 登録料納付
［登録］
2007.09.04 登録査定書
2007.11.09 出願却下処分前通知
2007.12.06 設定納付書
2008.01.15 登録証

14

【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具

通常 2005-104084

通常 2005-104085

通常 2005-104086

通常 2005-104087

通常 2005-104374

ＪｅｗｅｌｒｙＬｉｆｅ＼ジュエリーライフ 通常 2005-105819

※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
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定
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No.

55

商標（見本）

商標

たけふ＼ＴＡＫＥＦＵ

種別 出願番号

Ｄｕａｌ Ｍｕｌｔｉ Ｑｕｉｌｔ＼デュアル
通常 2005-107007
マルチキルト

57

通常:
2005-107995
標準

59

60

ｒｏ

カジュアルビズ

ロイヤルシルバー

24

【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］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

25

【25】被服（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，耳覆いを除く。），仮装用衣服

通常 2005-109893

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 拒絶査定
【18】革及び擬革並びにこれらを材料とする商品，革製バッグ，財布，札入れ，メークアップ 【中間記録情報】
バッグ，小銭入れ，小切手用ケース，トートバッグ，ナップサック，バックパック，アスレチック ［審査］
2005.11.22 願書
バッグ，ダッフルバッグ，学生用かばん，ブリーフケース，ベルト，旅行かばん，キャスター
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
付き旅行かばん，その他のかばん類及び袋物，傘，携帯用化粧道具入れ，革ひも
第4条1項11号)
2006.09.29 拒絶査定
2007.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

14

【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2005.12.27 手続補正指令書(出願)
2006.01.23 手続補正書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.31 意見書
2006.08.31 認定･付加情報
2006.09.22 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］
2005.11.14 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)
2006.09.01 拒絶査定

通常:
2005-110956
標準

通常 2005-111079

※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］
2005.11.11 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.22 手続補正書
2006.06.22 意見書
2006.09.05 拒絶査定

18
58

指定商品・役務
【10】医療用手袋
【24】敷布，布団カバー，布団側，まくらカバー，織物製いすカバー

通常 2005-106242

56

明日香

区分
10,24
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.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

06,09,12,19,22,36,3 【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，金属製屋根，金属製屋根板，金属製 【中間記録情報】
屋根瓦，金属製屋根材，その他の建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物 ［審査］
7

61

エコサンシェード

組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属
製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属製セメント製品製造
用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製管継ぎ
手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のも
のを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽類，いかり，金属製
ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤ
ロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，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，金属製建具，金庫，金属製靴
ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用
銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛
び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
【09】フィルム型太陽電池，その他の太陽電池，コネクタ付ケーブル，その他の電線及び
ケーブル，無停電電源装置，その他の電源装置，蓄電池，直流交流変換器，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
【25】和服，ショール，スカーフ，ネクタイ

2005.11.28 願書
2006.06.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.06 拒絶査定

14,18,25

【14】身飾品，時計
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【25】被服，ベルト，履物

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.12.16 手続補正指令書(出願)
2005.12.19 手続補正書
2006.01.30 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)
2006.09.01 拒絶査定
2007.02.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，エプロン，靴下，ショール， 【中間記録情報】
スカーフ，手袋，ネッカチーフ，マフラー，帽子，ガーター，靴下止め，バンド，ベルト，靴類， ［審査］
2005.11.17 願書
バンダナ，保温用サポーター，げた，草履類
2005.12.15 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)
2006.09.01 拒絶査定

通常:
2005-111241
標準

25

62

63

64

三眠糸

ＣＯＲＡＬ

通常 2005-112034

通常:
2005-112524
標準

プチレディ＼Ｐｅｔｉｔｅ Ｌａｄｙ＼Ｐ
通常 2005-112545
ＥＴＩＴＥ ＬＡＤＹ

※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］
2005.11.15 願書
2005.12.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.09 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)
2006.09.01 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

65

66

67

68

69

70

商標（見本）

商標

春気分

ＳＬＩＮＧＢＥＤ

ピュアＡｇ

ひきしめスタイリッシュ

生活応援ＦＩＮＥ

ハマ・パール

種別 出願番号

区分

パワー天珠ゲルマ健康ブレス
レット

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
2005.12.01 願書
2006.05.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

03,16,24

【03】銀イオン水溶液を主成分とする化粧水
【中間記録情報】
【16】銀イオンを主成分とする水溶液を吸収させた上保湿した紙製衛生手拭き・タオル・ハ ［審査］
ンカチ等
2005.11.17 願書
【24】銀イオンを主成分とする水溶液を吸着させた布製衛生手拭き・雑巾・タオル・ハンカチ 2005.12.13 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
等身の回り用布製品
号)
2006.09.01 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2005.11.17 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.01.20 手続補正書(方式)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

24

【24】タオル，その他の布製身の回り品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.04 拒絶査定

14

【14】宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，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，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
【14】天珠（天然加工瑪瑙石）とゲルマニウムを個々にゴムを使用し連結したブレスレット

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.05 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 拒絶査定

通常 2005-112576

通常:
2005-112716
標準

通常 2005-113082

通常 2005-113120

通常 2005-114196

通常:
2005-114504
標準

通常 2005-115021

※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】キャミソール，帽子，被服，手袋，ジャケット，スカーフ，スリッパ，ソックス，ティーシャ
ツ，タイツ及びタイツストッキング

14
71

指定商品・役務

25

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.12.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.08 認定･付加情報
2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

2008/6/3
16／29

３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

72

73

74

75

76

77

商標（見本）

商標

大寒染

種別 出願番号

通常 2005-115171

美アップ

通常:
2005-115258
標準

節約上手

ＲＡＳＥＮＳＰＡＴＳ

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

25

【25】和服

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定
2006.12.11 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，仮装用衣服，運動用特殊衣
服

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.19 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用衣服，運動用特殊衣
服

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.19 拒絶査定
2008.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

24

【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

25

【25】スパッツ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.29 拒絶査定

通常:
2005-115263
標準

通常 2005-115882

通常:
2005-116225
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】染織物
【25】和服

通常 2005-115170

寒染

快適美

区分
24,25

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.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】ドライスーツ，潜水用手袋，スキューバダイビング用コンピューター，ダイビングゴーグ
ル，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
【25】ダイビング用ブーツ，ダイビング用シューズ，サーフィン用ウェットスーツ，被服，ガー
ター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用
特殊靴
【24】かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.05.24 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))
2006.09.05 拒絶査定

25

【25】履物，運動用特殊靴，被服，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定
2007.06.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

14

【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用
具，貴金属製又は貴金属を被覆したピルケース

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.04 拒絶査定

09,25,35

78

ダイビングギアドットコム

通常 2005-116647

24
79

80

81

節約上手

Ｗａｌｋ Ａｓｓｉｓｔ Ｓｙｓｔｅｍ

トライバル＼ＴＲＩＢＡＬ

通常 2005-116801

通常 2005-116854

通常 2005-117914

※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］
2005.12.13 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)
2006.09.01 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

82

商標（見本）

商標

ｏｕｔｌｅｔ ｆａｃｔｏｒｙ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

04,06,08,09,11,12,1
4,18,20,21,22,24,25,
27,28,37,39,41,43

【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，ランプ用灯しん，ろうそく
【06】つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶ
み，拍車
【08】登山用又はキャンプ用のナイフ，その他の手動利器，登山用又はキャンプ用のハン
マー，その他の手動工具，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，水中ナイフ，水中ナ
イフ保持具，ピッケル
【09】耳栓，救命用具，消火器，オートバイ用ヘルメット，その他の保安用ヘルメット，潜水用
機械器具，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，写真機
械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，事故防護用手袋，運動用ゴーグ
ル，水中眼鏡，その他の眼鏡，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，潜水用手袋
【11】ダイビング用ライト，その他の電球類及び照明用器具，登山用又はキャンプ用ガスこ
んろ，その他の加熱器，調理台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽類，あん
どん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，登
山用又はキャンプ用石油ストーブ，その他の火鉢類
【12】落下傘，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品，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，そり，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【14】キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・
塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製の
ろうそく消し及びろうそく立て，記念カップ，記念たて，メダル，その他の身飾品，時計
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，登山用ステッキ，その他のステッキ，つ
え，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【20】登山用又はキャンプ用家具，その他の家具，登山用又はキャンプ用マットレス，スリー
ピングバッグ
【21】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
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.16 手続補足書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 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］
2005.12.19 願書
2006.06.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.01 拒絶査定

24,25

【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
【中間記録情報】
［審査］
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
2005.12.19 願書
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織 2005.12.19 認定･付加情報
2006.06.27 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，
ビリヤードクロス，布製ラベル
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 2006.09.26 拒絶査定
殊衣服，運動用特殊靴

通常 2005-117964

14
83

イリディウム

通常:
2005-117969
標準
14,18,25

84

85

86

Ｓｗｅａｔ＆Ｔａｉｌｏｒｉｎｇ

ディーバッグ＼Ｄ ＢＡＧ

無光触媒

通常:
2005-118836
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.20 拒絶査定
【14】身飾品（カフスボタンを除く）
【中間記録情報】
【18】かばん類，袋物
［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 2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
殊衣服，運動用特殊靴
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 意見書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定

通常 2005-119059

通常:
2005-119079
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

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

2008/6/3
19／29

３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

87

88

89

90

91

92

93

商標（見本）

商標

大西衣料

Ｍｙ Ｈｅａｒｔｓｅａｓｅ Ｆｅｅｌｉｎｇ

ストレスオフ ＳＴＲＥＳＳ ＯＦＦ

サーモエナジー＼ＴＨＥＲＭＯ
ＥＮＥＲＧＹ

ＯＫＩＮＡＷＡ＼ＭＵＳＩＣ＼ＳＴＯ
ＲＥ

ＳＴＵＤＬＥＳＳ＼スタッドレス

おいでやす＼ＫＹＯＴＯ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【25】被服，帽子，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 【中間記録情報】
［審査］
動用特殊衣服，運動用特殊靴
2005.12.20 願書
2006.06.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.05 意見書
2006.07.05 手続補足書
2006.08.04 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定

20,25

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
【25】被服

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2005.12.21 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

25

【25】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 【中間記録情報】
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 ［審査］
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
2005.12.21 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 拒絶査定

09,25

【09】レコード
【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定
2006.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25

【25】履物

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 拒絶査定

20,24,25

【20】扇子，うちわ
【24】手ぬぐい，風呂敷
【25】洋服，コート類，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，スカーフ，ネクタイ，マフラー，
靴類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.02.06 上申書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定

通常:
2005-119431
標準

通常 2005-119795

通常:
2005-119796
標準

通常 2005-119850

通常 2005-119879

通常 2005-120339

通常 2005-120779

※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］
2005.12.21 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

94

95

96

97

98

99

商標（見本）

商標

高速速乾

プラチナシードパール

種別 出願番号

区分

好反発

14

【14】身飾品（「カフスボタン」を除く。）

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ，スポーツシャツ，ポロシャツ，Ｔシャツ，チョッキ， 【中間記録情報】
靴下，手袋，マフラー，スカーフ，帽子，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり， ［審査］
2005.12.28 願書
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
2005.12.28 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.05 意見書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定

25

【25】ジーンズ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
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))
2006.09.05 拒絶査定

24

【24】かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，ベッドパッド

18

【18】カバン類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.29 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.31 意見書
2006.09.22 拒絶査定
2006.11.21 手続補正書
2007.09.10 登録料納付
［登録］
2007.08.20 登録査定書
2007.09.10 設定納付書
2007.09.25 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定

通常 2005-121381

通常:
2005-122019
標準

通常 2005-122549

通常:
2005-122792
標準

どこでもソーラー・どこでもソラ
ちゃん＼どこでもポーチ・どこで 通常 2005-122993
もケース＼どこでもおんぶっこ

※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，スウェットシャツ，寝巻き類，下着，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，靴下，帽子
2005.12.12 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)
2006.09.08 拒絶査定

ボディー・ムーブメント・サポート
＼ＢＯＤＹ ＭＯＶＥＭＥＮＴ ＳＵ 通常 2005-122225
ＰＰＯＲＴ

４ｗａｙ美脚ジーンズ

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

100

101

102

103

104

105

商標（見本）

商標

ＣＬＥＡＲ ＷＡＬＫＥＲ

馬鹿羊商店

ＭＵＳＩＣ ＳＯＬＤＩＥＲ

からまない

フリーチョイス

§Ａｍｉｎｏｓｉｌｋ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】履物

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

25

【25】被服，ベルト

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2006.01.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

18

【18】袋物

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.02.02 手続補正書(方式)
2006.03.10 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 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
2005.12.16 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 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
2005.12.20 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

通常 2005-123034

通常 2005-123099

通常:
2005-123156
標準

通常:
2005-123163
標準

通常 2005-123191

通常 2005-123293

※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.

106

107

108

109

商標（見本）

商標

Ｙｏｓｈｉｎｏ

ＢＬＡＣＫＲＡＣＥ

ＱＵＡＬＩＴＹ＼＆＼ＳＩＭＰＬＥ

ＦｉｒｓｔＣｌａｓｓ

種別 出願番号

区分

Ｆｉｔ ｏｎ Ｔｒｏｕｓｅｒｓ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.01.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.27 手続補正指令書(出願)
2006.02.16 手続補正書(方式)
2006.04.14 手続補正指令書(中間書類)
2006.04.28 認定･付加情報
2006.04.28 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定

14,18,25

【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製宝石箱，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，貴金属製喫煙用具
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，
携帯用化粧道具入れ，乗馬用具，皮革
【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］
2005.12.26 願書
2006.06.23 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))
2006.09.22 拒絶査定

25

【25】洋服，セーター類，ワイシャツ類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.01.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.10 認定情報通知書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定

16,18,25

【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，文書裁断機，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付属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮想用衣服，運動用特
【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］
2005.12.28 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 拒絶査定

通常 2005-123397

通常 2005-123461

通常 2005-123471

通常 2005-123678

通常 2006-000003

※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】ステッキ，つえ，つえ金具

25
110

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.04 願書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.22 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

111

112

113

114

商標（見本）

商標

§Ｂｒｏｄｅｒｉｅ ｅｔ ｄｅｎｔｅｌｌｅ

Ｇ－ｆｉｔｎｅｓｓ

ふわふわいんなぁ

生命感動障害

種別 出願番号

区分

25

【25】被服，ガーター，履物，運動用特殊衣服

23,25

【23】糸
【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］
殊衣服，運動用特殊靴
2006.01.05 願書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.06.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.21 拒絶査定

12,20,25,28

【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
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】おもちゃ，人形，スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除
く。），愛玩動物用おもちゃ，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
【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 2006-000067

通常 2006-000197

通常:
2006-000237
標準

通常:
2006-000357
標準

ＶＥＬＶＥＴ ＴＯＵＣＨ＼ＷＡＲＭ
通常 2006-000903
ＣＯＮＴＲＯＬ

※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】日傘・晴雨兼用傘・その他の傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，かばん金具， 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.01.04 願書
入れ，乗馬用具，皮革
2006.01.04 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.25 意見書
2006.07.25 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定
2006.10.17 出願取下書
2006.10.24 認定･付加情報

25

115

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.05 願書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.25 拒絶査定
2006.11.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.31 手続補正書
2006.01.31 代理人受任届
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.03 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.11 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

116

Ｆｏｕｒ Ｌ ＣＬＵＢ

通常 2006-001421

25

117

Ｆｏｕｒ Ｌ ＣＯＭＰＡＮＹ

通常 2006-001422

25
118

119

120

121

122

Ｓｏｆｉａ．Ｌ＼ソフィア・エッレ

美ボディ

寒染めフェア

Ｋｉ－Ｓｉ

ＮＡＫＡＪＯ

通常 2006-001471

指定商品・役務

25

【25】被服，ガーター，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

25,40

【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］
2006.01.12 願書
【40】染色処理，布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。），裁縫，ししゅう
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.29 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，布製身の回り品，敷布，布 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.01.13 願書
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
カバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け
2006.01.13 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，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・ 2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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」 2006.09.22 拒絶査定
を除く。）

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:
2006-001633
標準

通常 2006-001685

通常 2006-001828

通常:
2006-001937
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，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
2006.01.12 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， 2006.02.24 手続補正指令書(出願)
2006.02.27 手続補正書(方式)
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 2006.02.27 認定･付加情報
2006.02.27 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
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.22 拒絶査定
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ 【中間記録情報】
［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
2006.01.12 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， 2006.02.24 手続補正指令書(出願)
2006.02.27 手続補正書(方式)
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 2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.08 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
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.22 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，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］
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 2006.01.12 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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。）
号)
2006.09.22 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.06.30 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))
2006.09.29 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

123

124

125

商標（見本）

商標

ＬＡＭＩＡ

Ｋａｐａ Ｋｕｉｋｉ

まなかい

種別 出願番号

区分

127

128

129

快眠具

ＭＥＴＥＯＲＩＴＥ

25

【25】洋服，コート，セーター類，開きんシャツ，カフス，カラー，スポーツシャツ，ブラウス，ポ
ロシャツ，ワイシャツ，アロハシャツ，スウェットシャツ，その他のワイシャツ類，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，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣
服，運動用特殊靴

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
2006.01.17 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.21 拒絶査定
【24】毛布，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
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.26 拒絶査定

通常:
2006-002065
標準

通常 2006-002114

通常:
2006-002559
標準

通常 2006-003180

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.14 願書
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 拒絶査定

14

【14】時計，時計の部品及び付属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.07.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.14 手続補正書
2006.08.14 意見書
2006.08.15 手続補足書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶査定

14

【14】貴金属，身飾品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.06.30 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))
2006.09.29 拒絶査定

14

【14】貴金属，身飾品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.06.30 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))
2006.09.29 拒絶査定

通常 2006-004504

ラベンダー ゴールド／ＬＡＶＥＮ
通常 2006-005495
ＤＥＲ ＧＯＬＤ

パープル ゴールド／ＰＵＲＰＬＥ
通常 2006-005496
ＧＯＬＤ

※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
2006.01.13 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.26 拒絶査定

24
126

指定商品・役務

25
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

130

131

132

133

134

135

商標（見本）

商標

ミニパック

種別 出願番号

区分

夏仕様

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
2006.01.13 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2006.01.13 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2006.01.13 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

26

【26】頭飾品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.29 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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 意見書
2006.09.26 拒絶査定
2007.07.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-005961

通常 2006-005964

通常 2006-005965

ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ＼エクステンショ
通常 2006-006513
ン

ＣＵＳＴＯＭＩＺＥ＼カスタマイズ

通常 2006-006843

※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
2006.01.13 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.29 拒絶査定

マットタッチ＼ＭＡＴＴ ＴＯＵＣＨ 通常 2006-005963

ワイドヒール

指定商品・役務

25
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

136

商標（見本）

商標

ＷＷ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

14,18,25,35,36,37,3
8,39,40,41,42,43,44,
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，ネックレス，指輪，その他の身飾品，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
【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
【35】ウェブサイト上の広告スペースの貸与，携帯電話機又は電子計算機端末による通信
を用いて行う商品の販売に関する情報の提供，携帯電話機又は電子計算機端末による通
信を用いて行う商品の売上げランキング情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，
経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，ホテルの事業の管理，広告，トレーディン
グスタンプの発行，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，
新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリン
グ，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物
における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロ
セッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【36】金融又は財務に関する情報の提供，信託財産の運用指図，情報提供料の請求及び
回収に関する代行，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金
の受入れ，資金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受
け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保
護預かり，両替，金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはそ
の定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為
【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，ネックレス，指輪，その他の身飾品，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
【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
【35】ウェブサイト上の広告スペースの貸与，携帯電話機又は電子計算機端末による通信
を用いて行う商品の販売に関する情報の提供，携帯電話機又は電子計算機端末による通
信を用いて行う商品の売上げランキング情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，
経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，ホテルの事業の管理，広告，トレーディン
グスタンプの発行，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，
新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリン
グ，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物
における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロ
セッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【36】金融又は財務に関する情報の提供，信託財産の運用指図，情報提供料の請求及び
回収に関する代行，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金
の受入れ，資金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受
け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保
護預かり，両替，金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはそ
の定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為
【25】被服，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴，仮装用衣服

通常 2006-007385

14,18,25,35,36,37,3
8,39,40,41,42,43,44,
45

137

Ｗ２

通常 2006-007386

25

138

ビズカラー＼ＢＩＺＣＯＬＬＡＲ

通常 2006-007416

※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
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.02 意見書
2006.09.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.02 意見書
2006.09.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.06.30 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))
2006.09.29 拒絶査定
2008.04.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/6/3
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

139

140

141

142

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.06.30 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))
2006.09.29 拒絶査定

14,37

【14】時計
【37】時計の修理又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定

22

【22】荷役用のポリエステル等の布製又は、合成樹脂製の荷崩れ防止帯

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定

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
殊衣服，運動用特殊靴
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれに関する情報の提供（電話・電子計算機端末
による通信を用いて行う情報の提供を含む。），セミナー及びワークショップの企画・運営又
は開催及びこれらに関する情報の提供，ダンス教室の企画・運営又は開催及びこれらに関
する情報の提供，ダンスの演出又は上演及びこれらに関する情報の提供，教育・文化・娯
楽・スポーツ用ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）
及びこれに関する情報の提供，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。）及
びこれらに関する情報の提供，レコード又は録音済みビデオディスク・コンパクトディスク・ミ
ニディスク・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・光ディスク・磁気テープの貸与及びこれに関する情報の提
供，録画済みのビデオディスク・コンパクトディスク・ミニディスク・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・光ディ
【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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれに関する情報の提供（電話・電子計算機端末
による通信を用いて行う情報の提供を含む。），セミナー及びワークショップの企画・運営又
は開催及びこれらに関する情報の提供，ダンス教室の企画・運営又は開催及びこれらに関
する情報の提供，ダンスの演出又は上演及びこれらに関する情報の提供，教育・文化・娯
楽・スポーツ用ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）
及びこれに関する情報の提供，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。）及
びこれらに関する情報の提供，レコード又は録音済みビデオディスク・コンパクトディスク・ミ
ニディスク・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・光ディスク・磁気テープの貸与及びこれに関する情報の提
供，録画済みのビデオディスク・コンパクトディスク・ミニディスク・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・光ディ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.28 意見書
2006.09.05 拒絶査定
2006.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

マン島 ＴＴ １００＼ＭＡＮＴＯＵ
通常 2006-007858
ＴＴ １００

ｉ－ｃｌｏｃｋ＼アイクロック

グリーンバンド

ＮＹＤＣ

通常 2006-007872

通常 2006-008454

通常:
2006-010268
標準

ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＤＡＮＣＥ ＣＲＥ 通常:
2006-010271
ＡＴＯＲＳ
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
【28】おもちゃ，人形

25,41

143

指定商品・役務

25,28
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【中間記録情報】
［審査］
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)
2006.08.28 意見書
2006.09.05 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（繊維）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

144

ラウンドソール＼ＲＯＵＮＤ ＳＯ
通常 2006-013912
ＬＥ

24
145

リネット＼ＬＩＮＮＥＴ

分割 2006-053793

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

指定商品・役務

中間記録

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2006.02.17 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.08 意見書
2006.09.11 手続補足書
2006.09.19 拒絶査定
2006.10.10 認定･付加情報
2006.12.20 手続補正書(方式)
2006.12.20 手続補足書
2007.06.13 登録料納付
2007.09.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.05.15 登録査定書
2007.06.13 設定納付書
2007.07.03 登録証
【24】織物，織物製テーブルナプキン，ふきん
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.09 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.22 拒絶査定
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