３条拒絶（繊維）２００６．１１.xls

今月の３条拒絶査定レポート
※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）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

4

5

6

商標

快適着圧

図形商標

パワーサポート

ヌードヒップ

Ｓｍａｒｔ ＢＩＺ

ミクロネット＼Ｍｉｃｒｏｎｅｔ

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
2005.07.08 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.17 拒絶査定

25

【25】被服，帽子，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］
2005.08.01 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定
2007.02.19 手続補足書
2007.05.21 手続補正書
2007.11.07 登録料納付
［登録］
2007.11.06 登録査定書
2007.11.07 設定納付書
2007.11.27 登録証

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］
2005.08.01 願書
2005.08.01 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.28 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］
2005.08.01 願書
2005.08.01 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

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 2005.08.03 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
2006.08.21 手続補足書
2006.09.20 認定･付加情報
2006.10.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.06 拒絶査定
2007.02.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.05.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

22

【22】網類（金属製又は石綿製のものを除く）

通常:
2005-063197
標準

通常 2005-070995

通常:
2005-071043
標準

通常:
2005-071051
標準

通常 2005-072203

通常 2005-077815

※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］
2005.08.08 願書
2005.09.09 手続補正指令書(出願)
2005.12.16 通知書(却下処分前通知)
2006.06.06 上申書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
12,26

7

8

9

10

ＬＯＨＡＳ＼ロハス

コンパクトワイド

18

24

【24】ハンカチーフ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.02 拒絶査定

18,25

【18】皮革製包装用容器，皮革・擬革製かばん，皮革・擬革製アタッシュケース，皮革・擬革
製ブリーフケース，皮革・擬革製スーツケース，皮革・擬革製トランク，皮革・擬革製旅行用
かばん，皮革・擬革製旅行用小型手提げかばん，皮革・擬革製ハンドバッグ，皮革・擬革製
肩掛けかばん，皮革・擬革製カジュアルバッグ，皮革・擬革製リュックサック，皮革・擬革製
バックパック，皮革・擬革製スクールバッグ，皮革・擬革製サッチェルバッグ，皮革・擬革製ト
レーニングバッグ，皮革・擬革製トートバッグ，皮革・擬革製買物袋，皮革・擬革製ホールド
オールバッグ，皮革・擬革製被服用かばん，皮革・擬革製靴収納袋，皮革・擬革製ビーチ
バッグ，皮革・擬革製ストラッピングバッグ，皮革・擬革製ウェストバッグ，皮革・擬革製袋
物，皮革・擬革製財布，皮革・擬革製小銭入れ，皮革・擬革製札入れ，皮革・擬革製カード
入れ，皮革・擬革製パスケース，皮革・擬革製パスポート入れ，皮革・擬革製キーケース，
その他のかばん類，その他の袋物，皮革・擬革製かばん用タグ，傘，かばん金具，がま口
口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，携帯用化粧道具入れ，ステッキ，つえ，つ
え金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【25】被服，外衣，ワイシャツ類，ティーシャツ，スウェットシャツ，セーター類，ズボン，ジーン
ズ製の洋服，スカート，ジャケット，ドレス，スーツ，パンツ，下着，寝巻き類，帽子，キャッ
プ，その他の被服，靴下，手袋，ベルト，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，靴，ブー
【18】傘

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.15 手続補正書
2006.08.15 手続補足書
2006.08.15 意見書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定

通常 2005-087217

通常 2005-090946

ＳＷＡＴＯＷ ＨＥＲＩＴＡＧＥ ＨＡ
ＮＤＫＥＲＣＨＩＥＦ ＣＯＬＬＥＣＴＩ
通常 2005-093031
ＯＮ＼スワトウヘリテージハンカ
チーフコレクション

ＲＩ２Ｋ

ＭＩＣＲＯ ＭＩＮＩ

通常:
2005-109956
標準

通常:
2005-110380
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.07 拒絶査定

18

11

指定商品・役務
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動力伝導装置，緩衝器，ば
ね，制動装置，落下傘，乗物用盗難警報器，車いす，陸上の乗物用の交流電動機又は直
流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除
く。），エアクッション艇，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，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブ
の修繕用ゴムはり付け片
【26】髪飾り
【18】かばん類，袋物
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.09.29 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 手続補正書
2006.04.14 意見書
2006.11.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 期間延長請求書
2006.10.03 意見書
2006.10.03 手続補足書
2006.10.04 手続補足書
2006.11.02 認定･付加情報
2006.11.02 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定
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No.

12

13

14

15

16

商標（見本）

商標

スタイリッシュ着圧

ひきしめ＼スタイリッシュ

スタイリッシュひきしめ

ＴＯＳＣＡＮＥＬＬＡ

Ｗ・Ｅ・Ｌ・Ｔ

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
2005.11.17 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 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)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 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)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 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，革ひも，
原革，原皮，なめし皮，毛皮

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.05.18 出願人名義変更届
2006.05.18 手続補足書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定

14,18,24,25

【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
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
ビリヤードクロス，布製ラベル
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.28 拒絶査定

通常 2005-113117

通常 2005-113118

通常 2005-113119

通常 2005-114880

通常 2005-115864

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

中間記録

25
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
22

17

自然浴

通常:
2005-116266
標準

14
18

夫婦の日

通常:
2005-116286
標準
25

19

Ｓｔａｎｄａｒｄ＼スタンダード

通常 2005-116997

14

20

ジルコニウム

通常:
2005-117972
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

【22】ターポリン，帆，綿繊維，麻繊維，絹繊維，毛繊維，織物用化学繊維，織物用無機繊 【中間記録情報】
維（石綿を除く。），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 ［審査］
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 2005.12.12 願書
2005.12.12 認定･付加情報
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，ザイル，登山用又
はキャンプ用のテント，おがくず，カポック，かんなくず，木毛，もみがら，ろうくず，牛毛，人 2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
毛，たぬきの毛，豚毛（ブラシ用のものを除く。），馬毛，羽
2006.07.26 手続補正書
2006.07.26 意見書
2006.07.26 手続補足書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.07.26 認定･付加情報
2006.07.26 認定･付加情報
2006.07.26 代理人受任届
2006.08.22 認定･付加情報
2006.11.30 拒絶査定
2008.03.06 登録料納付
［登録］
2008.02.15 登録査定書
2008.03.06 設定納付書
2008.03.25 登録証
【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 【中間記録情報】
し容器，卵立て，ナプキンホルダー，ナプキンリング，盆及びようじ入れ，貴金属製の花瓶 ［審査］
及び水盤，貴金属製針箱，貴金属製宝石箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴 2005.12.12 願書
金属製のがま口及び財布，貴金属製靴飾り，貴金属製コンパクト，貴金属製喫煙用具，身 2006.08.29 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))
飾品，宝玉及びその模造品，宝玉の原石，時計，記念カップ，記念たて
2006.11.28 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
2005.12.13 願書
2006.02.08 刊行物等提出書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.03.31 刊行物等提出による通知書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.10 拒絶査定
2007.02.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【14】ジルコニウムを原材料として陽極酸化処理によって酸化皮膜を形成した貴金属，ジル 【中間記録情報】
コニウムを原材料として陽極酸化処理によって酸化皮膜を形成したキーホルダー，ジルコ ［審査］
ニウムを原材料として陽極酸化処理によって酸化皮膜を形成した貴金属製食器類，ジルコ 2005.12.15 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
ニウムを原材料として陽極酸化処理によって酸化皮膜を形成した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 項11号?13号除く))
2006.07.31 手続補正書
及びようじ入れ，ジルコニウムを原材料として陽極酸化処理によって酸化皮膜を形成した
貴金属製針箱，ジルコニウムを原材料として陽極酸化処理によって酸化皮膜を形成した貴 2006.07.31 意見書
金属製のろうそく消し及びろうそく立て，ジルコニウムを原材料として陽極酸化処理によって 2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
酸化皮膜を形成した貴金属製宝石箱，ジルコニウムを原材料として陽極酸化処理によって 2006.11.27 拒絶査定
酸化皮膜を形成した貴金属製の花瓶及び水盤，ジルコニウムを原材料として陽極酸化処
理によって酸化皮膜を形成した記念カップ，ジルコニウムを原材料として陽極酸化処理に
よって酸化皮膜を形成した記念たて，ジルコニウムを原材料として陽極酸化処理によって
酸化皮膜を形成した身飾品，ジルコニウムを原材料として陽極酸化処理によって酸化皮膜
を形成した貴金属製のがま口及び財布，ジルコニウムを原材料として陽極酸化処理によっ
て酸化皮膜を形成した宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，ジルコニウムを原材料と
して陽極酸化処理によって酸化皮膜を形成した貴金属製コンパクト，ジルコニウムを原材
料として陽極酸化処理によって酸化皮膜を形成した貴金属製靴飾り，ジルコニウムを原材
料として陽極酸化処理によって酸化皮膜を形成した時計，ジルコニウムを原材料として陽
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３条拒絶（繊維）２００６．１１.xls
No.

21

22

23

24

商標（見本）

商標

§ｇｒｕｎｇｅ

ＣＯＴＴＯＮＢＩＺ＼コットンビズ

パワーヒート カーラー

みんなのトニオちゃん

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】洋服，コート，セーター類，靴下，バンダナ，帽子，マフラー

25

【25】コットン製の洋服，コットン製のコート，コットン製のセーター類，コットン製のワイシャツ 【中間記録情報】
［審査］
類，コットン製の寝巻き類，コットン製の下着，コットン製の水泳着，コットン製の水泳帽，
コットン製のエプロン，コットン製のえり巻き，コットン製の靴下，コットン製のゲートル，コット 2005.12.20 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ン製のストール，コットン製のショール，コットン製のスカーフ，コットン製の足袋，コットン製
の足袋カバー，コットン製の手袋，コットン製の幼児用おしめ，コットン製のネクタイ，コットン 項16号)
製のネッカチーフ，コットン製のバンダナ，コットン製の保温用サポーター，コットン製のマフ 2006.10.10 手続補正書
2006.10.10 手続補足書
ラー，コットン製の耳覆い，コットン製のずきん，コットン製のナイトキャップ，コットン製のヘ
2006.10.10 意見書
ルメット，コットン製の帽子
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶査定
2006.12.15 手続補足書
2007.07.10 上申書
2007.07.10 手続補足書
2007.09.05 登録料納付
［登録］
2007.08.10 登録査定書
2007.09.05 設定納付書
2007.10.09 登録証

26

【26】頭飾品、ヘアカーラー（電気式のものを除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

09,14,16,25,28,41

【09】コンピュータ用のプログラム，コンピュータ用のゲームプログラムを記録させた電子回
路・磁気ディスク・その他の記録媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ，業務用のテレビゲー
ム機，コンピュータ又は移動体電話機による通信を用いてのダウンロードが可能な電子計
算機用プログラム，コンピュータ又は移動体電話機による通信を用いてのダウンロードが
可能な電子出版物，レコード及び録音済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク，携帯電
話機，音楽再生用プレーヤー，携帯電話機用ストラップ・その他の付属品，マウスパッド，
電気通信機械器具，電子応用機械器具の部品
【14】貴金属，身飾品，時計とその部品及び付属品
【16】紙製包装用容器，衛生手ふき，型紙，紙製テーブルクロス，紙製タオル，紙製手ふき，
紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，荷札，雑誌，新聞，写真，写真立
て，文房具類
【25】被服，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用の特殊靴
【28】おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，釣り具，ゲーム用品，遊戯用カード
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，美術品の展示，音響用の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，コンピュータグラフィックデザイン及びデジタルメ
ディアコンテンツの分野に関する知識の教授，コンピュータグラフィックデザイン及びデジタ
ルメディアコンテンツの分野に関するセミナー・ワークショップ・トレーニングセッションの企
画・開催・運営

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.01.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.25 手続補正指示書(審査官)
2006.11.24 拒絶査定
2006.12.05 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.03.05 手続補正書(方式)
2007.03.05 手続補正書
2007.03.05 手続補正書
2007.11.19 手続補正書
2008.04.14 登録料納付
［登録］
2008.03.12 登録査定書
2008.04.14 設定納付書
2008.05.13 登録証

通常 2005-118150

通常 2005-119455

通常 2005-120164

通常:
2005-123037
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］
2005.12.02 願書
2005.12.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 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+第4条1
項16号)
2006.05.29 意見書
2006.07.07 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.14 手続補正書
2006.09.19 認定･付加情報
2006.09.22 手続補正指令書(中間書類)
2006.11.10 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．１１.xls
No.

25

26

27

商標（見本）

商標

清涼竹

シームフリー

温泉シート

種別 出願番号

区分

健康シート

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
2005.12.22 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

10,11,25,27

【10】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った腰当てベルト，遠赤外線放射
粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った肩当てベルト，遠赤外線放射粉末を混入したゴム
や合成樹脂で造った膝当て
【11】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った浴槽内の敷物
【25】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った手首サポーター，遠赤外線放
射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った足首サポーター，遠赤外線放射粉末を混入し
たゴムや合成樹脂で造った靴，遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った靴
中敷
【10】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った腰当てベルト，遠赤外線放射
粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った肩当てベルト，遠赤外線放射粉末を混入したゴム
や合成樹脂で造った膝当て
【11】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った浴槽内の敷物
【25】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った手首サポーター，遠赤外線放
射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った足首サポーター，遠赤外線放射粉末を混入し
たゴムや合成樹脂で造った靴，遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った靴
中敷
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.17 拒絶査定

18

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，登山用又はトレッキング用ステッキ，川
瀬を歩くのに使用するステッキ，その他のステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

10,25

【10】頭部に装着した状態で温水または冷水を満たすことにより頭皮の毛穴を広げ毛根の 【中間記録情報】
皮脂を取り除いたり頭皮の血行を促進し新陳代謝を高めることができるようにした脱毛予 ［審査］
防発毛促進頭部入浴キャップ
2006.01.25 願書
2006.01.27 認定･付加情報
【25】帽子，頭部に温水または冷水を浸すことができる帽子
2006.07.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.24 拒絶査定

通常 2005-123561

通常 2005-123570

通常:
2006-002617
標準

通常:
2006-002619
標準

25
29

30

31

ＢＥＮＩＢＡＮＡ

Ｗａｄｉｎｇ Ｓｔａｆｆ

ヘッドスパキャップ

通常 2006-003581

通常:
2006-004891
標準

通常:
2006-005252
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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2005.12.22 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定

10,11,25,27
28

指定商品・役務

25

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.17 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．１１.xls
No.

32

33

34

35

36

商標（見本）

商標

ケアナケアキャップ

吸汗速乾

接触冷感

ＵＶカット

撥水

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】帽子，頭部に温水または冷水を浸すことができる帽子

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.07.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 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］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 意見書
2006.08.30 代理人受任届
2006.08.31 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 意見書
2006.08.30 代理人受任届
2006.08.31 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 意見書
2006.08.30 代理人受任届
2006.08.31 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
2006.11.17 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］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 意見書
2006.08.30 代理人受任届
2006.08.31 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2007.02.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-005258
標準

通常 2006-008297

通常 2006-008298

通常 2006-008299

通常 2006-008304

※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）２００６．１１.xls
No.

37

38

39

40

商標（見本）

商標

高通気性

§Ｓｔｒｅｃｈ Ｓｔｒｅｃｈ

リペアクロス

Ｇｅｒｍａ天珠

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

25

【25】被服，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，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
2006.02.06 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)
2006.11.01 拒絶査定

24

【24】織物（畳べり地を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.21 拒絶査定

14

【14】ゲルマニウムを使用した身飾品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

通常 2006-008310

通常 2006-009260

通常:
2006-011163
標準

通常:
2006-012299
標準

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 意見書
2006.08.30 代理人受任届
2006.08.31 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定

09,14,16,18,20,21,2 【09】耳栓，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，回転変流 【中間記録情報】
機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具， ［審査］
4,25,26,28,41

41

ゲームスチャンネル

通常 2006-015692

※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。

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
（携帯電話用ストラップ，携帯電話用のスクリーンクリーナー付のストラップ，携帯用コンパ
クトディスクプレーヤー専用の収納及び持運びケース・バッグ，その他の電気通信機械器
具の部品及び附属品を含む。），ダウンロード可能な移動体電話用コンピュータプログラ
ム・待ち受け画像・着信音用音楽・着信音用音声，ダウンロード可能なコンピュータ用プロ
グラム及び同追加データ，コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テー
プ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品
（マウスパッド，キーボードカバー，メモリーカードその他の周辺機器を含む。），レコード（録
音済みコンパクトディスクを含む。），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その他の記憶媒体，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務
用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機の筐体，業務用テレビゲーム機のプログラムを
記憶させた電子回路その他の記憶媒体，業務用ゲーム機のプログラム，業務用テレビ
ゲーム機の部品及び付属品，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム及び
同追加データ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，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，鉄道用信号機，火災報知機，ガス漏れ警報器，
盗難警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火
装置，消防艇，消防車，自動車用シガーライター，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマス
ク，防毒マスク，溶接マスク，磁心，抵抗線，電極，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ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，ダウンロード可能な
画像，電子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，業務用ゲーム機用メダル貸
出機，遊戯用メダル貸出機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，硬貨の計数用又
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2006.02.22 願書
2006.08.04 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))
2006.11.20 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．１１.xls
No.

42

43

44

45

46

47

48

商標（見本）

商標

§Ｓｅｔｅｒｉａ

“ひのきちおーる”＼“ヒノキチ
オール”

しらかばぞめ＼白樺染

ＰＡＬＭＥ Ｄ’ＯＲ

ポケットエコバッグ

ナチュラルフロント

コットンハル

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］
2006.02.14 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定

24

【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レーザークロス，ろ過布，布製身の回り品，ふきん，かや，敷き布，布
団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製壁掛け，織物製ブラインド，カーテン，
シャワーカーテン，テーブル掛，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，布製ラ
ベル，ビリヤードクロス，のぼり及び旗（紙製のものを除く）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定

25

【25】和服

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.02.27 手続補足書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

25

【25】洋服，コート，セーター類

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.08.04 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))
2006.11.10 拒絶査定

18

【18】袋物，折かばん，肩掛けかばん，手提げかばん，買い物袋

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.03.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
2007.02.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

26

【26】頭飾品，つけあごひげ，つけ口ひげ，つけ眉毛

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

22

【22】綿繊維，綿実殻

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.08.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.11 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))
2006.11.17 拒絶査定

通常 2006-016540

通常 2006-016558

通常 2006-016941

通常:
2006-017367
標準

通常 2006-017586

通常:
2006-017630
標準

通常:
2006-017896
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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３条拒絶（繊維）２００６．１１.xls
No.

49

50

51

52

53

54

55

商標（見本）

商標

ニットブーツ

シームレスニットブーツ

多機能ボディバッグ

リフトアップインナー

七社会

ＢＩＺＣＬＵＢ＼ビズクラブ

あしゆ かんかく

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］
2006.02.17 願書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

25

【25】履物

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.03.24 認定情報通知書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

18

【18】かばん類，袋物

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

25

【25】下着

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.08.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 拒絶査定

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.03.17 認定情報通知書
2006.08.11 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))
2006.11.10 拒絶査定

25

【25】履物，運動用特殊靴，被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用 【中間記録情報】
［審査］
衣服，運動用特殊衣服
2006.03.06 願書
2006.08.11 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))
2006.11.10 拒絶査定

25

【25】保温用サポーター

通常 2006-018663

通常 2006-018664

通常:
2006-018721
標準

通常:
2006-018885
標準

通常:
2006-019429
標準

通常 2006-019505

通常:
2006-019721
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］
2006.02.22 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．１１.xls
No.

56

57

58

59

商標（見本）

商標

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
2006.03.07 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.27 拒絶査定

14

【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，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］
2006.03.08 願書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.28 拒絶査定

16,25

【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，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
【25】プラスチック製の靴中敷き，その他の靴中敷き，その他の履物，運動用特殊靴用中敷
き，その他の運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.08.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.27 拒絶査定

スマートネクタイ＼ＳＭＡＲＴ Ｎ
通常 2006-019810
ＥＣＫＴＩＥ

シルクネット

いのうえダイヤモンド

デビューセット

通常:
2006-020389
標準

通常 2006-020810

通常:
2006-021510
標準

Ｈｙｐｅｒ ｓｏｌｅ＼ハイパーソール 通常 2006-021522

※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】ネクタイ

25

60

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.04.14 刊行物等提出書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.24 刊行物等提出による通知書
2006.08.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.29 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００６．１１.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

【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【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
【25】運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.13 願書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.02 意見書
2006.10.02 代理人受任届
2006.10.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.08 認定･付加情報
2006.11.08 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定
2007.07.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

10,25

【10】医療用機械器具
【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 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］
2006.03.06 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 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
2006.03.06 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 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
2006.03.06 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.24 拒絶査定

14,16,18,25

61

ｗｏｒｄｒｏｂｅ

通常 2006-022021

25
62

63

64

65

66

Ｌｏｉｎｅｒ＼ロイナー

けっこういいタビ

ミドルネット

リボンドット

ノルディック

通常 2006-023521

通常 2006-023776

通常 2006-024508

通常 2006-024510

通常 2006-024514

※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］
2006.03.02 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定
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No.

67

68

69

70

71

商標（見本）

商標

自信満々

ハイネックエプロン

Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎｉｎｓｏｌｅ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【24】織物，布製身の回り品
【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 意見書
2006.09.19 代理人受任届
2006.09.20 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

25

【25】エプロン

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

25

【25】履物

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.04.25 刊行物等提出書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.06.02 刊行物等提出による通知書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

25

【25】履物

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

14

【14】宝石と貴金属を使用してなるケーキ飾り

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.16 上申書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.17 認定･付加情報
2006.09.15 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))
2006.10.26 意見書
2006.10.28 手続補足書
2006.11.10 拒絶査定
2006.11.29 認定･付加情報

通常:
2006-025542
標準

通常 2006-026637

通常:
2006-027399
標準

ＭＡＧＮＥＴＩＣ ＰＵＭＰＩＮＧ＼マ
通常 2006-029650
グネティックポンピング

ケーキジュエリー

通常:
2006-033110
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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No.

72

73

74

商標（見本）

商標

ブーケジュエリー

Ｊ ＢＲＡＮＤ

ＯＦＦＩＣＥＧＥＡＲ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【14】宝石と貴金属を使用してなる花用飾り，宝石と貴金属を使用してなる花束用飾り

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.04.28 手続補正書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.16 上申書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.31 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.26 意見書
2006.10.28 手続補足書
2006.11.10 拒絶査定
2006.11.29 認定･付加情報

25

【25】婦人用ジーンズパンツ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.05 優先権証明書提出書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.09.25 意見書
2006.09.25 手続補足書
2006.10.23 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定
2007.02.16 手続補正書
2007.03.15 上申書
2007.04.19 上申書
2007.07.12 手続補正書
2007.07.12 手続補正書
2007.07.12 手続補足書
2007.07.23 手続補正書
2007.07.23 手続補足書
2008.06.30 登録料納付
［登録］
2008.06.16 登録査定書
2008.06.30 設定納付書
2008.07.15 登録証

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，下着，帽子，ベルト

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.25 意見書
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2006-033111
標準

優先 2006-033987

通常:
2006-035449
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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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
18

75

ＣＬＡＳＳ ＧＯＬＤ

通常 2006-035502

25
76

77

78

Ｔｗｏｆｏｕｒｓｉｘ＼２４６

ツー．エイチピー

§ＦＤ ５５０５

通常 2006-038573

※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

【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
2006.04.26 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.09.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.26 意見書
2006.10.26 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶査定

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 2006.04.28 願書
2006.09.26 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 2006.11.02 意見書
カバー
2006.11.02 代理人受任届
【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 2006.11.02 手続補足書
2006.11.02 手続補足書
靴
2006.11.02 手続補足書
2006.11.07 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2006.12.12 手続補足書
2007.09.14 登録料納付
［登録］
2007.08.17 登録査定書
2007.09.14 設定納付書
2007.10.09 登録証

通常:
2006-038708
標準

通常 2006-039703

指定商品・役務

【18】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，
【中間記録情報】
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，革ひも，原革，原皮，なめし皮，毛皮 ［審査］
2006.04.18 願書
2006.04.21 代理権変更届
2006.04.21 手続補足書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.05.24 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.31 手続補正書
2006.10.31 意見書
2006.10.31 手続補足書
2006.11.10 拒絶査定
2006.11.30 認定･付加情報
2006.12.21 手続補正書
2006.12.21 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
2007.07.10 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
2006.04.26 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.08 意見書
2006.11.17 拒絶査定
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No.

79

80

81

82

83

商標（見本）

商標

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】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
2006.04.28 願書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.06 意見書
2006.11.14 拒絶査定
2007.02.22 手続補正書(方式)
2007.08.24 登録料納付
［登録］
2007.08.15 登録査定書
2007.08.24 設定納付書
2007.09.11 登録証

25

【25】被服，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

18

【18】かばん類，袋物

14

【14】真珠の表装の表面処理を施されたキーホルダー，真珠の表装の表面処理を施された
貴金属製食器類，真珠の表装の表面処理を施された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，真珠の表装の表面処理を施された貴金属製針箱，真珠の表装の表面処理を施された
貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，真珠の表装の表面処理を施された貴金属製宝
石箱，真珠の表装の表面処理を施された貴金属製の花瓶及び水盤，真珠の表装の表面
処理を施された記念カップ，真珠の表装の表面処理を施された記念たて，真珠の表装の身
飾品，真珠の表装の表面処理を施された貴金属製のがま口及び財布，真珠及びその模造
品，真珠の表装の表面処理を施された貴金属製コンパクト，真珠の表装の表面処理を施さ
れた貴金属製靴飾り，真珠の表装の表面処理を施された時計，真珠の表装の表面処理を
施された貴金属製喫煙用具

§Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ・ＮｅｗＹｏｒ
ｋ・ＬｏｓＡｎｇｅｌｅｓ・Ｃｈｉｃａｇｏ・Ｄａｌ
通常 2006-039744
ｌａｓ∞Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ１８８７∞Ｐａ
ｒｉｓ

§Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ・ＮｅｗＹｏｒ
ｋ・ＬｏｓＡｎｇｅｌｅｓ・Ｃｈｉｃａｇｏ・Ｄａｌ
通常 2006-039745
ｌａｓ∞Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ１８８７∞Ｐａ
ｒｉｓ

ＳＥＬＦ ＤＥＦＥＮＳＥ

タフコート

松本真珠

通常 2006-039752

通常:
2006-039761
標準

通常 2006-039818

※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］
2006.04.28 願書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.06 意見書
2006.11.14 拒絶査定
2007.02.22 手続補正書(方式)
2007.08.24 登録料納付
［登録］
2007.08.15 登録査定書
2007.08.24 設定納付書
2007.09.11 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.06 意見書
2006.11.08 認定･付加情報
2006.11.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.07 意見書
2006.11.17 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.05.23 手続補正指令書(出願)
2006.05.26 手続補正書(方式)
2006.06.23 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.06 手続補正書
2006.11.06 意見書
2006.11.14 拒絶査定
2007.02.20 手続補正書(方式)
2007.02.20 手続補正書(方式)
2008.01.09 登録料納付
［登録］
2007.12.11 登録査定書
2008.01.09 設定納付書
2008.01.29 登録証
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84

85

商標（見本）

商標

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

14

区分

【14】真珠の表装の表面処理を施されたキーホルダー，真珠の表装の表面処理を施された
貴金属製食器類，真珠の表装の表面処理を施された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，真珠の表装の表面処理を施された貴金属製針箱，真珠の表装の表面処理を施された
貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，真珠の表装の表面処理を施された貴金属製宝
石箱，真珠の表装の表面処理を施された貴金属製の花瓶及び水盤，真珠の表装の表面
処理を施された記念カップ，真珠の表装の表面処理を施された記念たて，真珠の表装の身
飾品，真珠の表装の表面処理を施された貴金属製のがま口及び財布，真珠及びその模造
品，真珠の表装の表面処理を施された貴金属製コンパクト，真珠の表装の表面処理を施さ
れた貴金属製靴飾り，真珠の表装の表面処理を施された時計，真珠の表装の表面処理を
施された貴金属製喫煙用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.05.23 手続補正指令書(出願)
2006.05.26 手続補正書(方式)
2006.06.23 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.06 手続補正書
2006.11.06 意見書
2006.11.14 拒絶査定

14

【14】天然真珠（本真珠）の表装の表面処理を施されたキーホルダー，天然真珠（本真珠）
の表装の表面処理を施された貴金属製食器類，天然真珠（本真珠）の表装の表面処理を
施された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，天然真珠（本真珠）の表装の表面処理を施さ
れた貴金属製針箱，天然真珠（本真珠）の表装の表面処理を施された貴金属製のろうそく
消し及びろうそく立て，天然真珠（本真珠）の表装の表面処理を施された貴金属製宝石箱，
天然真珠（本真珠）の表装の表面処理を施された貴金属製の花瓶及び水盤，天然真珠（本
真珠）の表装の表面処理を施された記念カップ，天然真珠（本真珠）の表装の表面処理を
施された記念たて，天然真珠（本真珠）の表装の身飾品，天然真珠（本真珠）の表装の表
面処理を施された貴金属製のがま口及び財布，天然真珠（本真珠）及びその模造品，天然
真珠（本真珠）の表装の表面処理を施された貴金属製コンパクト，天然真珠（本真珠）の表
装の表面処理を施された貴金属製靴飾り，天然真珠（本真珠）の表装の表面処理を施され
【14】核にサンゴを用いて養殖した養殖真珠の表装の表面処理を施されたキーホルダー，
核にサンゴを用いて養殖した養殖真珠の表装の表面処理を施された貴金属製食器類，核
にサンゴを用いて養殖した養殖真珠の表装の表面処理を施された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，核にサンゴを用いて養殖した養殖真珠の表装の表面処理を施された貴金
属製針箱，核にサンゴを用いて養殖した養殖真珠の表装の表面処理を施された貴金属製
のろうそく消し及びろうそく立て，核にサンゴを用いて養殖した養殖真珠の表装の表面処理
を施された貴金属製宝石箱，核にサンゴを用いて養殖した養殖真珠の表装の表面処理を
施された貴金属製の花瓶及び水盤，核にサンゴを用いて養殖した養殖真珠の表装の表面
処理を施された記念カップ，核にサンゴを用いて養殖した養殖真珠の表装の表面処理を施
された記念たて，核にサンゴを用いて養殖した養殖真珠の表装の身飾品，核にサンゴを用
いて養殖した養殖真珠の表装の表面処理を施された貴金属製のがま口及び財布，核にサ
ンゴを用いて養殖した養殖真珠及びその模造品，核にサンゴを用いて養殖した養殖真珠
の表装の表面処理を施された貴金属製コンパクト，核にサンゴを用いて養殖した養殖真珠
の表装の表面処理を施された貴金属製靴飾り，核にサンゴを用いて養殖した養殖真珠の
【25】靴中敷，その他の靴類，サンダル，その他のげた，草履類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.05.23 手続補正指令書(出願)
2006.05.26 手続補正書(方式)
2006.06.23 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.06 手続補正書
2006.11.06 意見書
2006.11.14 拒絶査定

Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ Ｐｅａｒｌ＼マツモト
通常 2006-039819
パール

Ｎａｔｕｒａｌ Ｐｅａｒｌ＼ナチュラル
パール

通常 2006-039821

14

86

Ｃｏｒａｌ Ｐｅａｒｌ＼サンゴパール

通常 2006-039822

25

87

タフガード＼ＴＯＵＧＨ ＧＵＡＲＤ 通常 2006-043963

※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］
2006.04.28 願書
2006.05.23 手続補正指令書(出願)
2006.05.26 手続補正書(方式)
2006.06.23 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.06 手続補正書
2006.11.06 意見書
2006.11.14 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.10.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 意見書
2006.11.24 拒絶査定
2007.02.20 手続補正書(方式)
2008.03.03 登録料納付
2008.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.12 登録査定書
2008.03.03 設定納付書
2008.03.18 登録証

2008/8/12
19／19

３条拒絶（繊維）２００６．１１.xls
No.

88

89

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製宝石箱，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.07 手続補正書
2006.11.07 意見書
2006.11.08 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定

23

【23】糸

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.31 意見書
2006.11.17 拒絶査定

ｆｅｍｉｎｉｎｅｐｌｕｓ＼フェミニンプラ
通常 2006-046929
ス

ＥＸＣＥＥＤ＼エクシード

通常 2006-053310

※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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