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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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No.

商標（見本）

1

2

商標

ＢＥＬＬＡＧＩＯ

§Ｂ∞ＢＥＬＬＡＧＩＯ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】被服，仮装用衣服，運動用特殊衣服
【35】他人の便宜のために行う各種商品の品揃え・陳列
【41】娯楽の提供
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ，飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.16 願書
2005.10.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.23 期間延長請求書
2006.02.24 意見書
2006.02.24 手続補足書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.06.23 意見書
2006.06.23 手続補足書
2006.07.24 認定･付加情報
2007.01.10 拒絶査定
2007.04.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.14 手続補正書(方式)
2007.06.14 手続補正書
2007.06.14 手続補足書
2008.05.07 登録料納付
［登録］
2008.04.28 登録査定書
2008.05.07 設定納付書
2008.06.03 登録証

25,35,41,43

【25】被服，仮装用衣服，運動用特殊衣服
【35】他人の便宜のために行う各種商品の品揃え・陳列
【41】娯楽の提供
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ，飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.16 願書
2005.10.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.23 期間延長請求書
2006.02.24 意見書
2006.02.24 手続補足書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.06.23 意見書
2006.06.23 手続補足書
2006.07.24 認定･付加情報
2007.01.10 拒絶査定
2007.06.14 手続補正書(方式)
2007.06.14 手続補足書
2007.06.14 手続補正書
2008.05.23 登録料納付
［登録］
2008.04.28 登録査定書
2008.05.23 設定納付書
2008.06.24 登録証

通常:
2005-042738
標準

通常 2005-042739

※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

25,35,41,43
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10,25,28,29,30,41

3

保健体育

5

6

Ｓ．Ｍ．Ｇ．＼スキミングガード

ほそ脚スタイル

着ぐるみパーティー

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
2006.09.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

25

【25】着ぐるみ用の被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 手続補正書
2006.09.08 意見書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.10.17 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

通常:
2005-044977
標準

通常 2005-066358

通常:
2005-071050
標準

通常 2005-075686

※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］
2005.05.23 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.13 手続補正書
2006.01.13 意見書
2007.01.09 拒絶査定

18,25

4

指定商品・役務
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴
【28】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，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），みそ，ウースターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょ
うゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のた
れ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッ
チ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，
ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のも
と，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
【41】当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提供，献体の手配，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
【18】かばん類，財布，袋物，かばん金具，がま口口金，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，水着類，水泳帽，ベルト
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2005.08.10 手続補正書(方式)
2005.09.13 認定･付加情報
2005.12.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 手続補正書
2006.06.02 補正の却下の決定
2007.01.12 拒絶査定
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No.

商標（見本）

7

8

9

10

11

商標

Ｓｐａｒｋｌｅ Ｌａｍｅ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【23】糸

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.31 意見書
2006.09.01 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定

26,44

【26】かつら
【44】理容，美容

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.19 願書
2006.02.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.17 意見書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.10.12 出願人名義変更届
2006.12.11 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定

22

【22】ターポリン，帆，原料繊維，衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿，編みひも，真田ひ 【中間記録情報】
も，のり付けひも，よりひも，綱類，網類（金属製又は石綿製のものを除く。），布製包装用 ［審査］
2005.09.14 願書
容器，わら製包装用容器，結束用ゴムバンド，日よけ，雨覆い，天幕，日覆い，よしず，靴
用ろう引き縫糸，ザイル，登山用又はキャンプ用のテント，おがくず，カポック，かんなくず， 2005.09.27 認定･付加情報
木毛，もみがら，ろうくず，牛毛，人毛，たぬきの毛，豚毛（ブラシ用のものを除く。），馬毛， 2006.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
羽
2007.01.12 拒絶査定
2007.07.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

23

【23】糸

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2005.09.27 認定･付加情報
2006.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

26

【26】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，頭飾品，ボタン類，造花，つけあ
ごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除
く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2005.10.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.11 認定･付加情報
2005.10.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

通常 2005-075694

ＨＯＬＬＹＷＯＯＤ ＨＡＩＲ＼ハリ
通常 2005-082168
ウッドヘアー

ＬＯＨＡＳ＼ロハス

ＬＯＨＡＳ＼ロハス

ＬＯＨＡＳ＼ロハス

通常 2005-086509

通常 2005-086510

通常 2005-086511

※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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No.

12

13

商標（見本）

商標

ガールズコレクション

加圧トレーニング

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】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，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.10.17 認定･付加情報
2006.03.28 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.04.28 手続補正書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.08.14 伺い書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 伺い回答書
2006.09.26 上申書
2006.09.27 認定･付加情報
2006.10.27 意見書
2006.10.27 手続補足書
2006.10.27 認定･付加情報
2006.11.28 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶査定
2007.02.27 手続補正書
2007.05.15 手続補正書
2007.05.15 手続補足書
2008.05.15 意見書
2008.05.15 手続補足書
2008.05.16 手続補足書

09,10,25,28,41,44

【09】四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングを内容と
する録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＤＶＤ・その他の記録媒体
【10】医療用の圧力を加えるベルト，チューブに入れた空気の空気圧により締付け力が可
変にされた医療用ベルトと、その医療用ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御す
る装置とを有する医療用空圧式筋肉増強トレーニング装置及びその部品・付属品
【25】四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニング用衣服，
圧力を加えるベルトを用いたトレーニング用衣服・タイツ
【28】トレーニング用の圧力を加えるベルト，チューブに入れた空気の空気圧により締付け
力が可変にされたトレーニング用ベルトと、そのトレーニング用ベルトのチューブに入れる
空気の空気圧を制御する装置とを有する空圧式筋肉増強トレーニング装置（医療用のもの
を除く。）及びその部品・付属品
【41】四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングの教授，
四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングの指導者・イン
ストラクターの養成教育，四肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るト
レーニングの指導者・インストラクター資格の認定，四肢の基端付近に圧力を加えることに
よって、筋肉増強を図るトレーニングに関する講習会・セミナーの企画・運営又は開催，四
肢の基端付近に圧力を加えることによって、筋肉増強を図るトレーニングのための運動施
設の提供，トレーニング用の圧力を加えるベルトの貸与，チューブに入れた空気の空気圧
により締付け力が可変にされたトレーニング用ベルトと、そのトレーニング用ベルトの
チューブに入れる空気の空気圧を制御する装置とを有する空圧式筋肉増強トレーニング装
置（医療用のものを除く。）及びその部品・付属品の貸与
【44】運動療法・その他の理学療法，医療情報の提供，医療用の圧力を加えるベルトの貸
与，チューブに入れた空気の空気圧により締付け力が可変にされた医療用ベルトと、その
医療用ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する装置とを有する医療用空圧式
筋肉増強トレーニング装置及びその部品・付属品の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.08.22 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))
2006.10.02 意見書
2006.10.04 手続補足書
2006.11.01 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.12 手続補正書(方式)
2007.04.12 手続補正書
2007.04.12 手続補足書
2007.05.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.04 刊行物等提出書
2007.06.13 刊行物等提出書
2007.07.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.31 手続補正書
2007.12.04 登録料納付
2008.02.13 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.08.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.04 登録査定書
2007.12.04 設定納付書
2008.01.08 登録証

通常:
2005-096872
標準

通常:
2005-096978
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

18,25
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,24,29,30,32

14

高麗人参葉緑茶入り

通常 2005-101893

03,14,26,30,31,39

15

１１月２２日いい夫婦の日

通常:
2005-108861
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】高麗人参成分と茶成分が入ったせっけん類・高麗人参成分と茶成分が入った歯磨き・ 【中間記録情報】
高麗人参成分と茶成分が入った化粧品，高麗人参成分と茶成分が入った香料類，高麗人 ［審査］
参成分と茶成分が入った研磨布
2005.10.31 願書
【05】高麗人参成分と茶成分が入った入浴剤，高麗人参成分と茶成分が入った防臭剤，高 2006.03.31 刊行物等提出書
麗人参成分と茶成分が入った防腐剤，高麗人参成分と茶成分が入った消臭剤，高麗人参 2006.05.18 刊行物等提出による通知書
成分と茶成分が入った防虫剤，高麗人参成分と茶成分が入った防虫紙
2006.05.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.18 認定･付加情報
【24】高麗人参成分と茶成分を含有させた布団，高麗人参成分と茶成分を含有させた毛
布，高麗人参成分と茶成分を含有させた敷布，高麗人参成分と茶成分を含有させたまくら 2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
カバー，高麗人参成分と茶成分を含有させたふきん，高麗人参成分と茶成分を含有させた 2006.12.25 意見書
織物製トイレットシートカバー，高麗人参成分と茶成分を含有させたカーテン，高麗人参成 2007.01.16 拒絶査定
分と茶成分を含有させた遺体覆い，高麗人参成分と茶成分を含有させた黒白幕，高麗人
参成分と茶成分を含有させたビリヤードクロス，高麗人参成分と茶成分を含有させた布製
ラベル
【29】高麗人参成分と茶成分が入った食用油脂，高麗人参成分と茶成分が入った乳製品，
高麗人参成分と茶成分が入った肉製品，高麗人参成分と茶成分が入った加工水産物，高
麗人参成分と茶成分が入った加工野菜及び加工果実，高麗人参成分と茶成分が入った油
揚げ，高麗人参成分と茶成分が入った豆乳，高麗人参成分と茶成分が入ったこんにゃく，
高麗人参成分と茶成分が入った豆腐，高麗人参成分と茶成分が入った納豆，高麗人参成
分と茶成分が入ったカレー・シチュー又はスープのもと，高麗人参成分と茶成分が入ったふ
りかけ，高麗人参成分と茶成分が入ったなめ物，高麗人参成分と茶成分を主成分とする粒
状・粉状・錠剤状・カプセル状の加工食品
【30】高麗人参成分と茶成分が入った食品香料（精油のものを除く。），高麗人参成分と茶
成分が入ったコーヒー及びココア，高麗人参成分と茶成分が入った菓子及びパン，高麗人
参成分と茶成分が入った調味料，高麗人参成分と茶成分が入った香辛料，高麗人参成分
と茶成分が入ったアイスクリームのもと，高麗人参成分と茶成分が入った穀物の加工品，
高麗人参成分と茶成分が入ったぎょうざ，高麗人参成分と茶成分が入ったしゅうまい，高麗
【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］
2005.11.18 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，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，つけづめ，つけまつ 2005.12.27 手続補正指令書(出願)
毛
2006.01.26 手続補正書(方式)
2006.02.24 認定･付加情報
【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
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
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 2006.08.07 手続補正書
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 2006.08.07 意見書
【26】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 2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.07 認定･付加情報
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
2007.01.17 拒絶査定
き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除く。），腕止め，衣服用き章（貴金属製のものを除
く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用ブローチ，帯留，
ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン類，造花，つけあ
ごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除
く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,20,21,25,28

16

スケール＼ＳＣＡＬＥ

通常 2005-109222

25

17

§素足感覚

０番

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.05 手続補正書
2006.09.05 手続補足書
2006.09.05 意見書
2006.10.03 認定･付加情報
2006.10.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.12 拒絶査定

【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，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，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 意見書
2007.01.09 拒絶査定

通常 2005-113906

16,21,25,29,30,32

18

指定商品・役務
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，
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（ただし定規・物差しを除く。）
【20】海泡石，こはく，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，愛玩動物用べッド，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。），タオル用ディスぺンサー（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，アド
バルーン，木製又はプラスチック製の立て看板，食品見本模型，人工池，葬祭用具，揺り
かご，幼児用歩行器，マネキン人形，洋服飾り型類，スリーピングバッグ，石こう製彫刻，プ
ラスチック製彫刻，木製彫刻，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮，あし，い，おにが
や，すげ，すさ，麦わら，わら，きば，鯨のひげ，甲殻，人工角，ぞうげ，角，歯，べっこう，
骨，さんご
【21】ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），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，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。），
【25】被服

通常:
2005-114405
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］
2005.12.05 願書
2005.12.08 認定･付加情報
2006.03.22 出願人名義変更届(一般承継)
2006.06.02 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.09 認定情報通知書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,21,25,29,30,32

19

零番

通常:
2005-114406
標準

16,21,25,29,30,32

20

第０番

通常:
2005-114407
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
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，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，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，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
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，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，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 意見書
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 意見書
2007.01.09 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,21,25,29,30,32

21

第零番

通常:
2005-114408
標準

16,21,25,29,30,32

22

四国０番

通常:
2005-114409
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
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，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，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，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
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，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，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 意見書
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 意見書
2007.01.09 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,21,25,29,30,32

23

四国零番

通常:
2005-114410
標準

16,21,25,29,30,32

24

四国第０番

通常:
2005-114411
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
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，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，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，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
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，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，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 意見書
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 意見書
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.06 手続補正書(方式)
2007.10.25 登録料納付
［登録］
2007.10.11 登録査定書
2007.10.25 設定納付書
2007.11.20 登録証
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３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,21,25,29,30,32

25

四国第零番

27

28

29

脚長美

ＳＰＡ ＴＯＴＥ＼スパトート

ＧＹＭ ＰＯＵＣＨ＼ジムポーチ

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］
2005.12.22 願書
2005.12.22 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)
2007.01.26 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］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 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，ズボンつり，バン 【中間記録情報】
［審査］
ド，ベルト，仮装用衣服
2005.12.27 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2005-114412
標準

通常:
2005-115257
標準

通常 2005-120292

通常 2005-120293

ＴＨＥ＼ＦＯＯＴＣＯＭＦＯＲＴ＼Ｃ
通常 2005-121776
ＯＭＰＡＮＹ

※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］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 意見書
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.06 手続補正書(方式)
2007.10.25 登録料納付
［登録］
2007.10.11 登録査定書
2007.10.25 設定納付書
2007.11.20 登録証

25

26

指定商品・役務
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，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，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，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
【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
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【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)
2006.07.18 意見書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.04 意見書
2007.01.23 拒絶査定

2008/10/16
12／30

３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,10,25,28,41,44

30

ＫＡＡＴＳＵ ＴＲＡＩＮＩＮＧ

通常:
2006-001369
標準

18,25

31

Ａ

通常 2006-006601

09,14,21

32

２．５Ｒ

通常 2006-008359

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

指定商品・役務

中間記録

【09】加圧トレーニングを内容とする録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＤＶＤ・その他
の記録媒体，チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされたトレーニ
ング用加圧ベルトと、そのトレーニング用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を
制御する制御装置とを有する空圧式加圧トレーニング装置及びその部品・付属品
【10】医療用加圧ベルト，チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされ
た医療用加圧ベルトと、その医療用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御す
る制御装置とを有する空圧式加圧トレーニング装置及びその部品・付属品
【25】加圧トレーニング用スポーツウェア，トレーニング用加圧ベルトを用いたトレーニング
用衣服・タイツ
【28】トレーニング用加圧ベルト
【41】加圧トレーニングの教授，加圧トレーニングの指導者・インストラクターの養成教育，
加圧トレーニングの指導者・インストラクター資格の認定，加圧トレーニングに関する講習
会・セミナーの企画・運営又は開催，加圧トレーニングのための運動施設の提供，トレーニ
ング用加圧ベルトの貸与，チューブに入れた空気による空気圧により締付け力が可変にさ
れたトレーニング用加圧ベルトと、そのトレーニング用加圧ベルトのチューブに入れる空気
の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加圧トレーニング装置及びその部品・付属
品の貸与
【44】運動療法・その他の理学療法，医療情報の提供，医療用加圧ベルトの貸与，チューブ
に入れた空気による空気圧により締付け力が可変にされた医療用加圧ベルトと、その医療
用加圧ベルトのチューブに入れる空気の空気圧を制御する制御装置とを有する空圧式加
【18】皮革，模造皮革，皮革製品，模造皮革製品，トランク，旅行用バッグ，スーツケース，
リュックサック，書類入れかばん，旅行用衣服かばん，ハンドバッグ，がま口，財布，札入
れ，クレジットカード入れ，筆箱，カード入れ，キーケース，皮ベルト，日傘，その他の傘，ス
テッキ
【25】帽子，その他の被服，履物

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.08.15 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))
2006.09.25 意見書
2006.09.27 手続補足書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.11.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.09 拒絶査定
2007.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【09】作業記録機，写真複写機，手動計算機，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，自動販売機，救命用具，潜水用機械器
具，業務用テレビゲーム機，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，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，ウェイト
ベルト，ウエットスーツ，浮袋，水泳用浮き板，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏
プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィル
ム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶及び水盤，身飾品，貴金属製のがま口及
び財布，貴金属製コンパクト，時計
【21】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，植木
鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，愛玩動物用食器，貯金箱（金属製のものを除く。），

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.07 意見書
2006.08.07 認定･付加情報
2007.01.31 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.07.11 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))
2006.10.11 期間延長請求書
2006.10.11 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定

2008/10/16
13／30

３条拒絶（繊維）２００７．０１.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

03,14,16,21,28,29,3 【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】
0,33,40,41,43,44,45 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］

33

34

35

36

エンジェルロード

25

14

【14】貴金属製宝石箱

16,25,35,41

【16】印刷物
【中間記録情報】
【25】被服，ベルト，履物
［審査］
【35】広告，市場調査，商品の販売に関する情報の提供
2006.02.24 願書
【41】電子出版物の提供，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 2006.02.27 認定･付加情報
は運営，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.16 拒絶査定
2008.05.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-012462

§Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ＼ＭＡＤＥ ＩＮ Ｊ
通常 2006-013650
ＡＰＡＮ

ｅ－ＪＥＷＥＬＲＹＢＯＸ

コーディネートコレクション

通常 2006-015616

通常 2006-016518

※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。

2006.02.14 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.02 意見書
2006.10.04 手続補足書
2006.11.02 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶査定

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，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，つけづめ，つけまつ
毛
【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
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
【25】靴，履物，運動用特殊靴
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.11 意見書
2006.09.13 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.08.08 手続補正書
2006.08.08 意見書
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.13 意見書
2006.11.14 手続補足書
2006.12.15 認定･付加情報
2007.01.23 拒絶査定

2008/10/16
14／30

３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

37

38

39

40

41

42

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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2006.02.14 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 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
2006.02.14 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 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
2006.02.14 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.12 拒絶査定
2008.08.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

18,25

【18】かばん類，袋物，傘，ステッキ，つえ
【25】被服、履物

18,25

【18】かばん類，袋物，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，かばん金具，がま口口
【中間記録情報】
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，乗馬用具，登山用ス ［審査］
テッキ
2006.03.07 願書
【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 2006.03.07 認定･付加情報
殊衣服，運動用特殊靴
2006.10.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 意見書
2006.10.23 認定･付加情報
2006.10.26 手続補足書
2006.11.24 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

プロアスリート＼ＰＲＯＡＴＨＥＬＥ
通常 2006-017136
ＴＥ

ソリッドヒール＼ＳＯＬＩＤＨＥＥＬ 通常 2006-017140

ビューティアップ＼ＢＥＡＵＴＹＵ
通常 2006-017143
Ｐ

ＣＲＥＡＴＥ ＹＯＵＲ ＧＯＬＦ

通常:
2006-017638
標準

通常:
2006-019867
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
2006.02.14 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定
2007.02.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

プロフェッショナリズム＼ＰＲＯＦ
通常 2006-017135
ＥＳＳＩＯＮＡＬＩＳＭ

めっけもん

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.07.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

2008/10/16
15／30

３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

43

44

45

46

商標（見本）

商標

ＬＵＸＥ

マグネティック

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，ナイト
キャップ，ヘルメット，帽子

10,20,24

【10】医療用パッド，床ずれ防止用のベッドパッド・クッション・座布団，業務用美容マッサー 【中間記録情報】
ジ器，家庭用電気マッサージ器
［審査］
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，寝台
2006.03.09 願書
【24】敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，ベッド用敷きパッド，マットレス 2006.03.09 認定･付加情報
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
用敷きパッド，布団用敷きパッド，かや，布製身の回り品
第4条1項11号)
2006.09.22 手続補正書
2006.09.22 手続補足書
2006.09.22 意見書
2006.09.25 認定･付加情報
2006.09.25 認定･付加情報
2006.10.25 認定･付加情報
2007.01.10 拒絶査定

26

【26】造花

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.04.04 出願人名義変更届
2006.06.16 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.22 手続却下の処分(補正指令)
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定
2007.02.13 再送

14

【14】身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，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，貴金属製
のがま口及び財布，宝玉及びその模造品，宝玉の原石，貴金属製コンパクト，貴金属製靴
飾り，時計，貴金属製喫煙用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.03 意見書
2006.10.04 手続補足書
2006.11.06 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定
2007.02.14 手続補足書
2007.12.17 登録料納付
［登録］
2007.11.19 登録査定書
2007.12.17 設定納付書
2008.01.08 登録証

通常:
2006-019990
標準

通常:
2006-021019
標準

マイナスイオンと光触媒＼のあ
る暮らし。。。。。＼２１世紀の
通常 2006-022325
風。。。＼マイナスイオン発生器
付＼イオン（ＩＯＮ）胡蝶蘭

ＥＨ ＪＥＷＥＬＲＹ ＣＯＬＬＥＣＴＩ
通常 2006-023019
ＯＮ

※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］
2006.03.07 願書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.09 期間延長請求書
2006.12.08 手続補正書
2006.12.08 手続補足書
2006.12.08 意見書
2007.01.12 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定
2007.02.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.03.14 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
2008.04.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/10/16
16／30

３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

47

48

49

50

51

52

53

商標（見本）

商標

Ｌ．Ａ．ＳＴｙＬｅ

関八州

シアーレジメンタル＼ＳＨＥＥＲ
ＲＥＧＩＭＥＮＴＡＬ

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
2006.03.17 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 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
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 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
2006.03.14 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 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］
2006.03.14 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

23

【23】糸

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣装，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2006.03.14 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.05 拒絶査定

通常 2006-023257

通常:
2006-024069
標準

通常 2006-024511

アスリートギア＼ＡＴＨＬＥＴＥＧＥ
通常 2006-027714
ＡＲ

クールベスト

通常 2006-028114

通常 2006-028253

※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
2006.03.15 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.30 拒絶査定

モアウオーム＼ＭＯＲＥＷＡＲＭ 通常 2006-027709

優雅＼ゆうが

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 拒絶査定

2008/10/16
17／30

３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

54

55

56

57

58

59

商標（見本）

商標

ジーンズ帯

ＭＥＤＩＵＭ

ＳｔＡＰＬｅ

涼感さらさら

ムアツタイプ

ＰＯＷＥＲＦＵＬ防水プラス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】帯，帯揚げ，帯揚げしん

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 意見書
2006.10.25 手続補足書
2006.11.24 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

25

【25】履物

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.03 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 拒絶査定

25,44

【25】被服，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【44】デザインの考案

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］
2006.04.04 願書
2006.04.18 手続補正指令書(出願)
2006.04.25 手続補正書(方式)
2006.04.26 認定･付加情報
2006.04.26 認定･付加情報
2006.05.17 手続補正書
2006.06.14 手続補正書
2006.06.14 手続補正書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.06.20 認定･付加情報
2006.07.18 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.30 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.05.19 手続補正指令書(出願)
2006.06.09 手続補正書(方式)
2006.07.06 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.28 意見書
2006.12.28 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定

25

【25】靴類

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

通常 2006-029039

通常:
2006-029618
標準

通常 2006-030181

通常:
2006-031309
標準

通常:
2006-032788
標準

通常 2006-033017

※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

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

2008/10/16
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３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

60

61

62

63

64

65

66

商標（見本）

商標

ＳＬＯＷ ＦＩＴＮＥＳＳ

リデュースワッペン

ＳＴＵＤ＼スタッド

ガラティア＼Ｇａｌａｔｅｉａ

タッチ＆キック＼ＴＯＵＣＨ ＆
ＫＩＣＫ

スリップガード加工

おしゃれゆかたインナー

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
2006.04.13 願書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.05 拒絶査定

26

【26】ワッペン

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 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］
2006.04.14 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 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
2006.04.14 願書
2006.04.14 手続補足書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 拒絶査定

25

【25】運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.04.14 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.10 拒絶査定

25

【25】靴類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

25

【25】下着，和服

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.04.17 手続補足書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.04.26 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

通常:
2006-033891
標準

通常 2006-034266

通常 2006-034361

通常 2006-034556

通常 2006-034573

通常 2006-034835

通常:
2006-035041
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
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３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

67

68

商標（見本）

商標

一坪キッチン

Ａ－ＦＬＥＸ

種別 出願番号

区分

Ｆ

25

【25】野球用帽子，その他の帽子

通常:
2006-035106
標準

通常:
2006-035660
標準

通常 2006-035770

25
70

汗の季節

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.09.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.19 意見書
2007.01.10 拒絶査定
2007.06.15 手続補正書
2007.06.25 手続補正書
2007.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.05 登録料納付
［登録］
2007.11.07 登録査定書
2007.12.05 設定納付書
2007.12.25 登録証
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂 【中間記録情報】
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴 ［審査］
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 2006.04.05 願書
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 2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.11.12 意見書
2007.01.05 拒絶査定

【25】セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽

通常 2006-036532

※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】金属製屋台組立セット，販売店舗のための金属製建造物組立セットその他の金属製 【中間記録情報】
［審査］
建造物組立セット
2006.04.17 願書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.11.13 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))
2006.11.27 手続補正書
2006.11.27 意見書
2006.11.28 認定･付加情報
2006.11.28 認定･付加情報
2007.01.04 拒絶査定

14
69

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
14,16,26

71

シャトンモチーフ

通常:
2006-036657
標準

25

72

73

74

指定商品・役務
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【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，ア
イロンで熱を加えて文字や図柄を転写する熱転写シール，文房具類，印刷物，書画，写
真，写真立て
【26】針類，被服用はとめ，テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，組
みひも，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除
く。），腕止め，衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除
く。），衣服用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），
ワッペン，アップリケ，腕章，頭飾品，ボタン類，造花，つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカー
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，トレーナー，寝巻き類，下着，運動用特殊衣
服

ＮＥＷＡＲＲＩＶＡＬ＼ニューアライ
通常 2006-036800
バル

ヒサンガード

ヒサンボウシガード

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.04.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2007.01.05 拒絶査定
2007.04.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

22

【22】ターポリン，帆，原料繊維，衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿，編みひも，真田ひ 【中間記録情報】
も，のり付けひも，よりひも，綱類，網類（金属製又は石綿製のものを除く。），農業用網類 ［審査］
（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 2006.04.24 願書
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 2006.04.24 認定･付加情報
ンプ用のテント，おがくず，カポック，かんなくず，木毛，もみがら，ろうくず，牛毛，人毛，た
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ぬきの毛，豚毛，（ブラシ用のものを除く。），馬毛，羽
項16号)
2006.10.27 意見書
2006.10.27 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定

22

【22】ターポリン，帆，原料繊維，衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿，編みひも，真田ひ 【中間記録情報】
も，のり付けひも，よりひも，綱類，網類（金属製又は石綿製のものを除く。），農業用網類 ［審査］
（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 2006.04.24 願書
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 2006.04.24 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ンプ用のテント，おがくず，カポック，かんなくず，木毛，もみがら，ろうくず，牛毛，人毛，た
項16号)
ぬきの毛，豚毛，（ブラシ用のものを除く。），馬毛，羽
2006.10.27 意見書
2006.10.27 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定

通常 2006-037708

通常 2006-037709

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 拒絶査定
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75

76

77

78

79

商標（見本）

商標

シュリンクガード

ＴＨＥ・浜松工房

ｓｔｙｌｅ．Ｄ

寒晒し染め

寒晒し染め

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
2006.04.25 願書
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織 2006.05.08 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，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 2006.12.20 意見書
2006.12.20 代理人受任届
殊衣服，運動用特殊靴
2006.12.20 手続補足書
2006.12.20 手続補足書
2006.12.21 認定･付加情報
2007.01.29 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書
2007.05.01 手続補足書
2008.03.31 登録料納付
［登録］
2008.02.26 登録査定書
2008.03.31 設定納付書
2008.05.02 登録証

25

【25】被服，ガーター，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用被服，運動用特殊衣服，運 【中間記録情報】
［審査］
動用特殊靴
2006.04.26 願書
2006.04.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

25

【25】履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

24

【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
【中間記録情報】
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， ［審査］
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 2006.04.27 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2007.01.19 拒絶査定
かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードクロス，布製ラベル

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ 【中間記録情報】
［審査］
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
2006.04.27 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， 2006.10.06 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（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金 項16号)
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 2007.01.19 拒絶査定
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

通常:
2006-037960
標準

通常:
2006-038481
標準

通常 2006-038687

通常 2006-039348

通常 2006-039349

※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］
2006.04.26 願書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 拒絶査定
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80

81

82

83

84

85

86

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】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

【18】かばん類，袋物

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.05.19 手続補正指令書(出願)
2006.06.16 手続補正書(方式)
2006.07.14 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 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)
2007.01.05 拒絶査定

18

【18】かばん類，袋物

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.05.01 手続補足書
2006.06.01 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 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］
2006.04.28 願書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 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］
2006.04.28 願書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 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
2006.05.01 願書
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.09 拒絶査定

14

【14】貴金属，キーホルダー，基金属製食器類，身飾品，記念カップ，記念たて，カフスボタ 【中間記録情報】
ン，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 ［審査］
2006.04.20 願書
喫煙用具
2006.05.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.22 認定･付加情報
2006.10.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

ＥＮＧＡＧＥＭＥＮＴ ＮＥＣＫＬＡＣ
通常 2006-039710
ＥＳ

ハードタフ

ＰＲＩＭＲＯＳＥ ＨＩＬＬ

ヘアブロックランド

ヘアブロックセカン

ヴィスタ・ヴェルデ

Ｇｏｆｕ＼ゴフ

通常:
2006-039759
標準

通常 2006-039770

通常 2006-039781

通常 2006-039782

通常:
2006-040425
標準

通常 2006-041028

※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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87

88

89

90

91

92

93

商標（見本）

商標

Ｇｄ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

軽涼爽感＼ケイリョウソウカン

トウレス

シェイプシンプル

￠ｇａｒｃｏｎｎｅｓ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【14】イヤリング，ピアス，ネックレス，ブレスレット，指輪，ブローチ
【18】かばん類
【25】被服，履物，ベルト

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
2006.05.08 願書
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織 2006.05.08 認定･付加情報
2006.10.06 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 2007.01.12 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2006.04.20 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

25

【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
2006.05.10 願書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.12 拒絶査定

24

【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，布製身の回り品，敷布，布団，布団カバー， 【中間記録情報】
［審査］
毛布
2006.04.24 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)
2007.01.05 拒絶査定

23

【23】糸

通常 2006-041043

通常 2006-041398

通常 2006-041571

通常:
2006-041912
標準

通常 2006-042238

Ｎａｔｕｒａｌ Ｆａｂｒｉｃ＼ナチュラル
通常 2006-042580
ファブリック

オーガニックコットン＼Ｏｒｇａｎｉｃ
通常 2006-042586
Ｃｏｔｔｏｎ

※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

14,18,25

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.06.09 手続補正指令書(出願)
2006.06.20 上申書
2006.08.01 上申書
2006.08.31 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 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)
2007.01.05 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.
94

95

96

97

98

商標（見本）

商標
禁色京紫

レアストーンズ

ＪＵＮＩＯＲ

ストラップレスサンダル

布プリントシリーズ

種別 出願番号

区分

14

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

25

【25】洋服，コート

25

【25】サンダル

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.12 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.10.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

24,26

【24】布製ラベル，ラベル用布製シート，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
【26】アップリケ，ワッペン用・アップリケ用・名札用・ゼッケン用布製シート，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，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，頭飾品，ボタン類，造花，つけあごひげ，つけ口ひげ，
ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除く。），靴はとめ，靴ひ
【18】かばん類，袋物

通常:
2006-042905
標準

通常:
2006-042926
標準

通常:
2006-043208
標準

通常:
2006-043277
標準

通常:
2006-044075
標準

イノウエ サック＼ＩＮＯＵＥ ＳＡ
通常 2006-044277
ＣＳ

25
100

トレイサビリティー＼ＴＲＡＣＥＡ
通常 2006-044543
ＢＩＬＩＴＹ

※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 2006.05.11 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
殊衣服，運動用特殊靴
2007.01.16 拒絶査定

18
99

指定商品・役務

18,25

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.22 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
2006.05.16 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

101

102

商標（見本）

商標

プラチナナノ

ブルーベリープラス

種別 出願番号

区分

ｂｌａｎｃｈｅｕｒ

05,25,30,35

【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，乳児用粉
乳，人工受精用精液，乳糖
【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，ショール，スカーフ，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，耳覆
い，ナイトキャップ，帽子，ガーター，靴下止め，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
【30】アイスクリーム凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料（精
油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスク
リームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドウイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，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械器具の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，マフラー，ショール，スカーフ，帽子，ベルト，
靴類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.05.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 意見書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.08.01 刊行物等提出書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.09.22 刊行物等提出による通知書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.16 手続補正書
2006.12.16 意見書
2006.12.18 認定･付加情報
2006.12.18 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
2007.01.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-044749
標準

通常 2006-044782

通常:
2006-045117
標準
24

104

図形商標

通常 2006-045987

25

105

超速

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.16 拒絶査定
【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
2006.05.19 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 2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.25 拒絶査定
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
ビリヤードクロス，布製ラベル

通常:
2006-046004
標準

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

中間記録

【22】原料繊維，綿繊維，麻繊維，絹繊維，毛繊維，織物用化学繊維，織物用無機繊維（石 【中間記録情報】
［審査］
綿を除く。）
2006.04.29 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

25
103

指定商品・役務

22
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３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

106

107

108

109

110

111

112

商標（見本）

商標

ＳＬＩＭＭＯＤＥＬ

ｇｅｎｔｉｌｌｅｒｏｂｅ

蹴球

Ｍｉｔｓｕｏｋａ

米ぬか繊維ＳＫ

ＰＲＥＭＩＵＭ ＦＩＴ＼プレミアム
フィット

生活上手

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
2006.05.22 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.30 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2006.05.23 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.04 意見書
2006.12.04 手続補足書
2007.01.05 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定

25

【25】履物，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定

25

【25】下着，えり巻き，靴下，保温用サポーター，耳覆い，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.30 拒絶査定

23

【23】米糠油を含む糸（脱脂屑糸を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.28 願書
2006.12.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.16 意見書
2007.01.31 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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定
2007.07.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

24,25

【24】布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布
【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

通常:
2006-046497
標準

通常:
2006-046980
標準

通常 2006-047290

通常 2006-047798

通常:
2006-048768
標準

通常 2006-048948

通常 2006-049108

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

中間記録

25
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
14,16,18,25

113

９｜１

通常 2006-049585

09,14

114

ＧｌａｓｓＪｅｗｅｌ＼グラスジュエル 通常 2006-049628

18

115

ＬＵＳＨ ＨＡＮＤＢＡＧＳ

指定商品・役務
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【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，印字用インクリボン，製図用具，郵便料金計器，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，鑑賞魚用水槽及びそ
の付属品，衛生手ふき，紙製タオル，荷札，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
殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
【18】ハンドバック

通常:
2006-049743
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 拒絶査定
2007.04.26 手続補正書
2007.04.26 手続補足書
2007.04.26 手続補足書
2008.03.25 登録料納付
［登録］
2008.02.29 登録査定書
2008.03.25 設定納付書
2008.04.22 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.13 意見書
2006.11.14 手続補足書
2006.12.12 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,14

116

117

118

119

120

121

Ｇｌａｓｓ Ｊｅｗｅｌ＼グラスジュエ
ル

ＳＫＩＮＴＯＵＣＨ スキンタッチ

イメチェンブラ

リボディ＼ＲＥＢＯＤＹ

おて甲どすえ。

§ＴＯＹＡＭＡ

指定商品・役務

25

25

【25】ブラジャー

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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2006.05.18 願書
2006.10.13 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))
2007.01.19 拒絶査定

25

【25】手甲

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 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］
2006.06.01 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.23 拒絶査定

通常 2006-049744

通常:
2006-049973
標準

通常:
2006-049978
標準

通常 2006-050305

通常 2006-050819

通常 2006-050911

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

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
【25】被服，ガーター，履物，運動用特殊衣服
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.18 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

122

123

124

125

126

商標（見本）

商標

￠セレソン Ｓｅｌｅｃａｏ

体温のぬくもり

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.05 願書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.23 拒絶査定

25

【25】腹巻き，被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.09 願書
2006.06.30 手続補正指令書(出願)
2006.07.03 手続補正書(方式)
2006.07.03 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.13 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

24

【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
【中間記録情報】
［審査］
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
2006.05.30 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 2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.20 意見書
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
2006.12.26 認定･付加情報
ビリヤードクロス，布製ラベル
2007.01.12 拒絶査定

26

【26】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，頭飾品，ボタン類，造花，つけあ
ごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除
く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.20 意見書
2006.12.26 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

14

【14】時計

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.30 拒絶査定

通常 2006-051698

通常:
2006-053910
標準

￠ｐｏｕｒｌａｆｒｉｍｅａｉｎｅｅ＼プーラ
通常 2006-054498
フリームエネ

通常:
2006-055685
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

￠ｐｏｕｒｌａｆｒｉｍｅａｉｎｅｅ＼プーラ
通常 2006-054497
フリームエネ

秀麗

指定商品・役務

25
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2008/10/16
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３条拒絶（繊維）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,09,14,20,21,26

127

￠ＭＡＲＣＨＥ ＡＵＸ ＰＵＣＥＳ 通常 2006-056965

24
128

129

130

Ｈａｎｄｋｅｒｃｈｉｅｆｓｔｙｌｅ＼ハンカ
チーフスタイル

ＦＡＩＲＳＩＬＫ＼フェアシルク

ハーブキルト

通常 2006-058737

指定商品・役務

23

【23】絹を全部又は一部に用いた糸

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
2006.07.28 願書
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織 2006.08.04 認定･付加情報
2006.12.08 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
2007.01.17 意見書
2007.01.17 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶査定
2007.04.08 手続補正書
2008.06.25 出願却下処分書(登録)

通常 2006-059638

通常:
2006-070453
標準

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

中間記録

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.06.07 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，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，つけづめ，つけまつ 2006.10.20 職権訂正履歴(職権訂正)
毛
2006.10.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 号)
2007.01.23 拒絶査定
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
【24】ハンカチ，その他の布製身の回り品，織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイ 【中間記録情報】
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，かや，敷布， ［審査］
2006.06.23 願書
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
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.12.15 意見書
白幕，紅白幕，ビリヤードクロス，布製ラベル
2007.01.05 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.11.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.30 手続補正書(方式)
2006.11.30 認定･付加情報
2006.11.30 認定･付加情報
2006.11.30 意見書
2007.01.11 拒絶査定

