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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

部屋干しシリーズ

子どもを祈り あたたかい心を
育む

種別 出願番号

区分

ゴルフ格闘技

【中間記録情報】
［審査］
2003.03.07 願書
2003.03.11 認定･付加情報
2003.10.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2003.11.25 意見書
2004.01.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.07.06 上申書
2005.11.24 上申書
2006.01.05 上申書
2006.01.06 手続補足書
2006.01.10 手続補正書
2006.02.07 認定･付加情報
2007.02.19 拒絶査定
2007.03.19 手続補正書
2007.03.20 手続補足書
2007.12.20 登録料納付
［登録］
2007.12.05 登録査定書
2007.12.20 設定納付書
2008.01.29 登録証

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，ダイアモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手芸用具，ドミノ用具，トランプ，花
【09】ダウンロード可能な画像・映像・音声，レコード又は録音・録画済み記録媒体，業務用
テレビゲーム機，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，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，運動用保護ヘルメット，映写フィルム，スライドフィル
ム，電子出版物
【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，印刷したくじ（おも
ちゃを除く。），紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【25】被服，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】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，歌がるた，さいころ，すごろく，手品用具，トランプ，遊戯用器具，運動用具
【35】オークションの企画・運営又は開催，広告，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給
【41】ゴルフ及びゴルフ競技会に関する情報の提供，ゴルフ場・ゴルフ練習場に関する情報
の提供，コンピューターネットワークによるオンラインゲームの提供，オンラインによる画像・
映像の提供，当せん金付証票の発売，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，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・放送番
組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，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。），運動施設の提供，娯

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.21 願書
2005.02.23 手続補正書(方式)
2005.07.29 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.02 手続補正書
2005.08.02 手続補足書
2005.08.02 意見書
2005.08.30 認定･付加情報
2005.09.16 補正の却下の決定
2007.02.19 拒絶査定

通常 2003-018313

通常:
2004-116374
標準

通常:
2005-053049
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】織物（畳べり地を除く。），メリヤス生地，布製身の回り品，敷布，布団カバー，布団
側，まくらカバー

09,16,25,28,35,38,4
1

3

指定商品・役務

24
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2005.06.13 手続補足書
2005.06.16 認定･付加情報
2005.06.16 認定･付加情報
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.30 意見書
2006.03.30 手続補足書
2006.04.26 認定･付加情報
2007.02.08 拒絶査定
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No.

商標（見本）

4

5

6

7

8

商標

種別 出願番号

区分

ＳＵＧＵＤＥＲＵ＼スグデル

ＨＡＲＤＦＬＥＥＣＥ

ＦＲＯＮＴＦＬＥＸ

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，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.09.15 手続補正書
2006.09.15 意見書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

09,14

【09】携帯電話用ストラップ，カメラ用ストラップ
【14】キ－ホルダ－

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.07.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.02 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，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，
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。），運動用特殊衣服，
運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.13 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)
2007.02.26 拒絶査定

25

【25】帽子，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用 【中間記録情報】
衣服，スキー競技用衣服，スキー競技用パンツ，スノーボード競技用衣服，スノーボード競 ［審査］
技用パンツ，その他の運動用特殊衣服，スキー靴，スノーボード靴，その他の運動用特殊 2006.02.13 願書
2006.02.13 認定･付加情報
靴
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 意見書
2006.09.22 認定･付加情報
2006.09.22 手続補足書
2006.10.20 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

通常 2005-110065

通常 2006-010951

通常:
2006-011456
標準

通常:
2006-011921
標準

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

中間記録

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
殊衣服，運動用特殊靴
［審査］
【35】商品展示会の企画・運営又は開催，広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場 2005.10.05 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
調査，商品の販売に関する情報の提供
2006.08.22 意見書
2006.08.22 手続補足書
2006.09.19 認定･付加情報
2006.10.17 伺い書
2006.10.27 伺い回答書
2007.02.09 拒絶査定
2007.03.09 手続補足書
2007.05.10 手続補正書(方式)
2007.05.10 手続補足書
2008.02.12 登録料納付
［登録］
2008.02.01 登録査定書
2008.02.12 設定納付書
2008.03.11 登録証

ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩ 通常:
2005-092951
ＯＮ
標準

Ｂａｔｈ Ｒｅｓｏｒｔ

指定商品・役務

25,35
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No.

商標（見本）

9

10

11

商標

種別 出願番号

区分

ＥＵＲＯ＼Ｊｅａｎｓ

25

【25】被服，履物

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，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
2006.03.20 手続補正指令書(出願)
2006.03.31 上申書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.13 拒絶査定
2007.11.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
殊衣服，運動用特殊靴
［審査］
2006.03.08 願書
2006.03.09 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
項16号)
2007.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.16 拒絶査定

通常:
2006-016291
標準

通常 2006-020282

25

12

Ｓｔｙｌｉｎｇ Ｂｉｚ＼スタイリングビズ 通常 2006-020504

25
13

爽快ビズ

通常:
2006-020505
標準

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

中間記録

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2006.02.03 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

アキバ系＼あきば系＼秋葉系
＼アキバケイ＼あきばけい＼Ａ 通常 2006-013637
ＫＩＢＡＫＥＩ

ＤＵＦＦＥＲ

指定商品・役務

25

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 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)
2006.12.27 意見書
2006.12.27 手続補足書
2007.01.30 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
2007.06.06 手続補正書(方式)
2007.06.06 手続補足書
2008.04.04 手続補足書
2008.06.13 登録料納付
［登録］
2008.05.16 登録査定書
2008.06.13 設定納付書
2008.07.08 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】
殊衣服，運動用特殊靴
［審査］
2006.03.08 願書
2006.03.09 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
項16号)
2007.02.16 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
14,28

14

15

16

17

18

19

バングルズ

布団の上掛け

スーパーグリップ

ＰＲＯ

ナノピグメントカラー＼ＮＡＮＯ
ＰＩＧＭＥＮＴ ＣＯＬＯＲ

すみだタワー

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

24

22

【22】ワイヤの束のような物を固定するためのケーブル結束用バンド及びストラップ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.10.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.26 拒絶査定

25

【25】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］
2006.03.24 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.23 拒絶査定

22,23,24,25,40

【22】原料繊維
【23】糸
【24】織物
【25】被服，運動用特殊衣服
【40】布地・被服又は毛皮の加工処理

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.03.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.13 拒絶査定

25,30

【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
用特殊靴
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食用粉類，穀物の加工品，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，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのも
と，シャーベットのもと，氷

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.05.08 手続補正書
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.10.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.19 刊行物等提出書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 認定･付加情報
2006.11.24 刊行物等提出による通知書
2006.12.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.08 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-020579
標準

通常:
2006-021848
標準

通常:
2006-023166
標準

分割:
2006-026204
標準

通常 2006-026996

通常:
2006-027668
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】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
【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，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属
品，電子おもちゃ，おもちゃ，人形，遊戯用カード，トレーディングカードゲーム用カード，
ボードゲーム，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
【24】布団の上掛け

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 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))
2006.08.31 意見書
2006.09.19 手続補正書
2006.10.19 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（繊維）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

20

ボディきゅっと

通常:
2006-029051
標準
25

21

22

23

24

25

きゅっとスタイル

整体着圧

レッグきゅっと

ＵＳＴＨＲＥＥ

ｎａｂａｙｓｈｉｒｔ

通常:
2006-029052
標準

もみじ寺

【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
2006.03.31 願書
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.06 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
2006.03.31 願書
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.06 拒絶査定
2008.03.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2006.04.12 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.13 拒絶査定

25

【25】下着，メッシュ地を使用した下着，Ｔシャツ，コルセット

通常:
2006-029053
標準

通常:
2006-029054
標準

通常:
2006-033272
標準

通常:
2006-033290
標準

通常 2006-034234

25
27

ハイパーストレッチ

通常:
2006-034708
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

03,14,20,21

26

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
2006.03.31 願書
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.06 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
2006.03.31 願書
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.06 拒絶査定
2008.03.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.08.18 通知書(却下処分前通知)
2006.10.13 手続補正書(方式)
2006.11.13 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.23 拒絶査定
【03】せっけん類，におい袋，薫香，線香，吸香，植物性天然香料，動物性天然香料，合成 【中間記録情報】
香料，調合香料，精油からなる食品香料
［審査］
【14】盆及びようじ入れ，貴金属製の花瓶及び水盤，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立 2006.03.31 願書
て，貴金属製のがま口及び財布，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，宝玉及び 2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
その模造品，時計，記念カップ，記念たて，キーホルダー
2007.02.16 拒絶査定
【20】仏壇，位はい，数珠，輪灯，絵馬，骨つぼ，三宝，納棺用品，花立て，ひつぎ，へいじ，
水玉，木魚，うちわ，せんす，盆（金属製のものを除く。）
【21】食器類（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。），しゃもじ，すりこぎ，栓抜，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ようじ，靴
べら，愛玩動物用食器，犬のおしゃぶり，貯金箱（金属製のものを除く。），ろうそく消し及び
ろうそく立て（貴金属製のものを除く。），花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。），風鈴，
香炉，お守り，破魔矢，板製のお札，紙製のお札，おみくじ
【25】履物
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００７．０２.xls
No.

28

29

30

31

32

33

商標（見本）

商標

２％

テールウィッグ

ベンチャービジネス

Ｂｕｉｌｄ ｔｏ Ｏｒｄｅｒ

ＢＴＯ

Ｗａｒｍｅｒ＼ウォーマー 毛布

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】被服，履物

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 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)
2006.12.21 意見書
2006.12.21 認定･付加情報
2006.12.21 手続補足書
2007.01.29 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定

26

【26】入れ毛，つけかつら，つけ毛

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

24

【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 【中間記録情報】
［審査］
用敷きパッド，布団用敷きパッド
2006.04.25 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.28 手続補正書
2006.11.28 意見書
2006.11.29 手続補足書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.29 認定･付加情報
2006.12.28 認定･付加情報
2007.02.07 拒絶査定

14

【14】貴金属，宝玉の原石，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.05.09 願書
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 2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
タン，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製 項16号)
2007.02.06 拒絶査定
靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具

14

【14】貴金属，宝玉の原石，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.05.09 願書
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 2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
タン，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製 第4条1項11号)
2007.02.06 拒絶査定
靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具

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
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定

通常 2006-037868

通常:
2006-038125
標準

通常:
2006-038283
標準

通常:
2006-041701
標準

通常:
2006-041702
標準

通常 2006-042579

※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）２００７．０２.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】金属製リング，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，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
【18】幼児用背負い袋，幼児用抱き袋，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，
【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］
2006.04.24 願書
2006.09.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定

25

【25】履物

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

25

【25】水泳パンツ，水泳着，水泳用トランクス，ブラジャー，半ズボン，被服，ズボン下，ガー 【中間記録情報】
ドル，メリヤス下着，メリヤス靴下，ジャージー製被服，リネン製胴着（下着），パジャマ，ズ ［審査］
2006.04.26 願書
ボン及びパンツ，バスローブ，スパッツ，吸汗性下着，ティーシャツ，下着
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定

14

【14】身飾品（「カフスボタン」を除く。）

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2006.05.02 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

06,18

34

ベビースリング＼Ｂａｂｙ Ｓｌｉｎｇ 通常 2006-042587

25
35

36

37

38

39

Ａ３Ｌ＼エースリーエル

通常 2006-042592

ＦＵＯＲＩ ＣＬＡＳＳＥ＼フォーリク
通常 2006-043412
ラッセ

ＢＹ Ｍ

メレーパール

ＲＯＣＯＣＯ

通常 2006-043705

通常:
2006-045236
標準

通常:
2006-045727
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【中間記録情報】
03,09,14,16,18,21,2 【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類
【09】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，自動販売機，両替機，業務用テレビ ［審査］
5,26,28,41

40

おそろい

通常:
2006-047333
標準

14
41

42

43

44

ブラジリアンネックレス＼Ｂｒａｚｉｌｉ
通常 2006-047365
ａｎ Ｎｅｃｋｌａｃｅ

ゲーム機，業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テー
プ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，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，電池，電気通信機械器具，コンピュータ，パーソナルコンピュータ用ゲームプログラ
ムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，電子
計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームお
もちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・
磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，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・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，ス
ロットマシン，レコード，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，記
念カップ，記念たて，身飾品，時計，宝石及びその原石並びに宝玉の模造品
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インク
リボン，こんにゃく版複写機，自動印刷はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封か
ん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細
断機，郵便料金計器，輪転謄写機，電気式鉛筆削り，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容
器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，紙製の
ぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手ふき，紙製ハンカチ，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】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，皮革
【21】デンタルフロス，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
【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］
2006.05.24 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

23,24

【23】糸
【中間記録情報】
【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，布製身の回り ［審査］
品，織物製テーブルナプキン，ふきん，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカ
2006.06.01 願書
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
2006.06.01 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.23 拒絶査定

23,24,25

【23】糸
【中間記録情報】
【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，布製身の回り ［審査］
2006.06.01 願書
品，織物製テーブルナプキン，ふきん，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
2006.06.01 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・ 2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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」 項16号)
を除く。）
2007.02.23 拒絶査定

25

【25】ベスト

ウルトラマリンブルー＼ＵＬＴＲＡ
通常 2006-050557
ＭＡＲＩＮＥ ＢＬＵＥ

サファイアブルー＼ＳＡＰＰＨＩＲ
通常 2006-050558
Ｅ ＢＬＵＥ

Ｖｅｓｔ Ｃｏｏｌｅｒ＼ベストクーラー 通常 2006-051783

※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。

2006.05.24 願書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.05.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.05 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)
2007.02.02 拒絶査定

2008/11/13
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No.

45

46

47

48

49

50

51

52

商標（見本）

商標

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］
2006.06.05 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)
2007.02.02 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］
2006.05.25 願書
2006.06.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

24

【24】のぼり及び旗

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.06.15 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
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

23

【23】和紙を主な原料とした糸

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

26

【26】かつら

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.27 拒絶査定

26

【26】かつら

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.27 拒絶査定

26

【26】かつら

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.27 拒絶査定

24,25

【24】タオル，その他のタオル地製の布製身の回り品，タオルケット，タオル地製の敷布，タ
オル地製の布団カバー，タオル地製のまくらカバー，タオル地製のトイレットシートカバー，
タオル地製のいすカバー，タオル地製のふきん，タオル地製の織物
【25】タオル地製のエプロン，タオル地製のストール，タオル地製のショール，タオル地製の
スカーフ，タオル地製のネッカチーフ，タオル地製のバンダナ，タオル地製のマフラー，タオ
ル地製のベビー用よだれ掛け，タオル地製の帽子，タオル地製のスリッパ，タオル地製のリ
ストバンド，タオル地製のヘッドバンド，タオル地製のバスローブ，タオル地製の寝巻き，タ
オル地製のスカート，タオル地製のスモック，タオル地製の下着

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.09 願書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.21 手続補正書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.15 拒絶査定

Ｎｅｃｋ Ｃｏｏｌｅｒ＼ネッククーラー 通常 2006-051784

ペットお守

子育て応援

§ＥＣＨＩＺＥＮ

ミラクルヘアー

メイクワンポイントヘアー

メイクワンタッチヘアー

えっ！これがタオル？

通常 2006-053046

通常:
2006-053066
標準

通常 2006-053339

通常:
2006-053453
標準

通常:
2006-053454
標準

通常:
2006-053455
標準

通常 2006-053816

※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.
53

54

55

56

57

58

59

商標（見本）

商標
Ｐシャツ

きもの手ぬぐい

Ｓｐｉｒａｌ Ｓｏｃｋｓ＼スパイラル
ソックス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】紙類，文房具類，写真，印刷物
【25】ワイシャツ、ブラウス、ポロシャツ、ティーシャツ
【40】布地、被服の加工処理（乾燥処理を含む。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

24

【24】手ぬぐい

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 願書
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.11 意見書
2006.12.11 手続補足書
2007.01.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.16 認定･付加情報
2007.01.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.29 認定･付加情報
2007.02.09 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］
2006.06.02 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.16 拒絶査定

18

【18】人工皮革

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

25

【25】下着

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

14

【14】真珠

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.16 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
2006.06.16 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

通常:
2006-054452
標準

通常:
2006-054593
標準

通常 2006-055552

エコサイエンス＼ＥＣＯＳＣＩＥＮ
通常 2006-055656
ＣＥ

ゲルマニウム温泉インナー

那智黒▲真▼珠

通常:
2006-055686
標準

通常 2006-055806

Ａｐｒｏｎ Ｓｈｏｐ＼エプロンショッ
通常 2006-056197
プ

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

中間記録

16,25,40
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No.
60

61

商標（見本）

商標
Ｔｒｕｅｃｏｌｏｒ

京深黒

種別 出願番号

区分

63

64

65

66

Ｏｃｅａｎ Ｂｌｕｅ Ｔｏｕｒｍａｌｉｎｅ

いつでもどこでも

18,24,25

【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］
2006.06.16 願書
【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
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2007.02.23 拒絶査定
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
【14】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］
2006.06.21 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

通常:
2006-056216
標準

通常:
2006-056542
標準

通常:
2006-057567
標準

ＰＶ システムバック

【24】布製身の回り品

22

【22】天幕，登山用又はキャンプ用のテント，エアードーム式テント，屋外用テント，テント倉 【中間記録情報】
［審査］
庫，天幕用仕切り
2006.06.09 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 意見書
2007.02.07 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定

22

【22】天幕，登山用又はキャンプ用のテント，エアードーム式テント，屋外用テント，テント倉 【中間記録情報】
［審査］
庫，天幕用仕切り
2006.06.09 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.20 手続補正書
2006.12.20 意見書
2007.02.07 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定

18

【18】かばん類，袋物

通常:
2006-057872
標準

通常 2006-058442

通常:
2006-059332
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.16 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.20 拒絶査定

24

テントのことなら ザ テント＼Ｔ
通常 2006-058441
ＨＥ ＴＥＮＴ

ザ テント＼ＴＨＥ ＴＥＮＴ

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

14
62

指定商品・役務

14
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.09 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.26 願書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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No.

67

68

69

70

71

72

73

商標（見本）

商標

ＢＣ Ｇｉｒｌ

ＭＩＬＬＩＯＮＤＯＬＬＡＲ

ＤＥＬＩＣＡＴＥ

§Ｎｅｒｏｂｉａｎｃｏ

タリスマン＼ＴＡＬＩＳＭＡＮ

アンチセルライト

Ｌｅａｔｈｅｒ Ｇｏｏｄｓ ＭＯＲＩＹＡ

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］
2006.06.16 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

25

【25】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。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.29 願書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.15 拒絶査定

25

【25】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。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.29 願書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.15 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］
2006.06.29 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.23 拒絶査定

03,14

【03】化粧品
【14】ダイヤモンド，宝玉，身飾品，キーホルダー，真珠，宝飾用魔よけ，貴金属製の宝石
箱，貴金属製の食器類，ダイヤモンド・宝玉・真珠の模造品

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.20 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.16 拒絶査定

25

【25】サンダル靴，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 【中間記録情報】
服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
［審査］
2006.07.04 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.29 意見書
2007.02.02 拒絶査定

14,18,25

【14】皮革製キーホルダー，皮革を使用した記念カップ，皮革製記念たて，皮革製身飾品，
皮革を使用した時計
【18】皮革製包装用容器，皮革製愛玩動物用被服類，皮革製かばん類，皮革製袋物，皮革
製携帯用化粧道具入れ，皮革を使用した傘，皮革を使用したステッキ，皮革を使用したつ
え，皮革を使用したつえの柄，皮革製乗馬用具，皮革
【25】皮革製被服，皮革製ガーター，皮革製靴下止め，皮革製ズボンつり，皮革製バンド，
皮革製ベルト，皮革製履物，皮革製仮装用衣服，皮革製乗馬靴

通常 2006-060366

通常:
2006-060618
標準

通常:
2006-060619
標準

通常 2006-060687

通常 2006-061425

通常:
2006-061994
標準

通常:
2006-064506
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］
2006.07.11 願書
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.28 拒絶査定
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No.

74

75

76

77

78

79

商標（見本）

商標

エイディー

ディ スティル＼ｄｅ ｓｔｙｌｅ

生活雑貨ＳＨＯＰ

生活雑貨ＳＨＯＰ

生活雑貨ＳＨＯＰ

生活雑貨ＳＨＯＰ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】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，創傷被覆材，医療用腕環，失禁用おしめ
【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，化学物質を充てん
した患部用保温保冷具，化学物資を塗布したシート状の患部用保温保冷具，貼付用医療
用具・化学物質を塗布したシート状の患部用保温保冷具・医療用貼付材を身体に貼るため
の補助シート，貼付用医療用具・化学物質を塗布したシート状の患部用保温保冷具・医療
用貼付材のずれ防止粘着シート，その他の医療用の補助器具及び矯正器具，化学物質を
充てんした患部用保温保冷具を患部に固定するための補助カバー，ゼリー状の化学物質
を塗布したシート状の患部用保冷具，ゼリー状の化学物質を充填した患部用保冷具，ゼ
リー状の化学物質をシート状に形成してなる患部用保冷具，皮膚の痒みを抑える成分を織
り込み又は付着させた医療用肌着，皮膚の痒みを抑える成分を織り込み又は付着させた
医療用マスク，皮膚の痒みを抑える成分を織り込み又は付着させた医療用包帯，その他
の医療用機械器具
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引
き手，靴びょう，靴保護金具，仮装用衣服，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
2006.07.11 願書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.27 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］
2006.07.14 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 意見書
2007.01.23 意見書
2007.02.23 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］
2006.07.14 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 意見書
2007.02.23 拒絶査定

23

【23】糸

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.14 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.25 意見書
2007.02.23 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
2006.07.14 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 2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 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，
2007.02.23 拒絶査定
ビリヤードクロス，布製ラベル

通常 2006-064538

通常 2006-064612

通常 2006-066195

通常 2006-066197

通常 2006-066200

通常 2006-066201

※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

05,10,25
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.11 願書
2006.11.28 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 手続補正書
2007.01.09 手続補足書
2007.01.09 意見書
2007.02.07 認定･付加情報
2007.02.13 拒絶査定
2007.05.24 手続補正書(方式)
2007.05.24 手続補足書
2007.08.10 登録料納付
2007.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.07 登録査定書
2007.08.10 設定納付書
2007.09.04 登録証

2008/11/13
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80

81

商標（見本）

商標

生活雑貨ＳＨＯＰ

生活雑貨ＳＨＯＰ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

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
2006.07.14 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 意見書
2007.02.23 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

通常 2006-066202

通常 2006-066203

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.14 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 意見書
2007.02.23 拒絶査定

09,12,14,16,18,20,2 【09】未記録のビデオテープ・オーディオテープ・ＣＤ・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記録媒 【中間記録情報】
体，録画済み又は録音済みのビデオテープ・オーディオテープ・ＣＤ・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・そ ［審査］
5,28,41

82

ＭＥＧＡ ＢＲＡＮＤＳ

優先:
2006-066678
標準

25
83

ＨＯＵＳＥＷＥＡＲ ＳＴＵＤＩＯ ｂｙ 通常:
2006-067356
ＯＧＩＷＡＲＡ
標準
14

84

ハーバルジュエリー

の他の記録媒体，映写フィルム，双方向型ゲームプログラム，その他のゲームプログラ
ム，組み立ておもちゃに関するマニュアルを記憶した記録媒体，組み立ておもちゃに関する
マニュアルを内容とする電子出版物，その他の電子出版物，電子応用機械器具及びその
部品，電気通信機械器具，業務用テレビゲーム機，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，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
【12】二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，チャイルドシート，自動車並び
にその部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，三輪
車，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【14】宝飾品，貴金属，キーホルダー，貴金属製宝石箱，貴金属製コンパクト，時計
【16】書籍，組み立ておもちゃに関するマニュアル，その他の印刷物，文房具，事務用品（家
具に属するものを除く。），教材（器具に当たるものを除く。），紙類，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，日傘，その他の傘，携帯用化粧道具入れ，皮革
【20】家具，クッション，座布団，まくら，マットレス，揺りかご，幼児用歩行器
【25】帽子，その他の被服，履物，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
【28】おもちゃ，人形，ゲーム用具，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
【41】娯楽の提供，娯楽情報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は
知識の教授に関する助言・情報の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，エプロン，
えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，
布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，耳覆
い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子

2006.07.18 願書
2006.10.11 優先権証明書提出書
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.08 手続補正書
2007.02.08 意見書
2007.02.27 拒絶査定

【14】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］
2006.07.06 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-067364
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.06 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定
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No.

85

86

87

88

89

90

商標（見本）

商標

すーじぐゎー

ストレッチフォルム

ＣＨＩＦＦＯＮ

Ｐｅｌｌｅ Ｒｏｓｓｏ

ＦＬＡＭＢＯＹＡＮＴ

３℃

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【25】ティーシャツ，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 【中間記録情報】
イシャツ，セーター類，寝巻き類，下着，水泳着，洋服，コート，和服，フード付きティーシャ ［審査］
2006.07.04 願書
ツ，長袖ティーシャツ
2006.11.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

22,24

【22】ターポリング，帆，ハンモック，布団袋，日よけ，雨覆い，天幕，日覆い，登山用又は
キャンプ用のテント
【24】ビニールクロス，ラバークロス，レザークロス，かや，敷布，布団，布団カバー，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，黒白幕，紅白幕，布製ラベル

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.04 願書
2006.11.24 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))
2007.02.23 拒絶査定

22,24

【22】ターポリング，帆，ハンモック，布団袋，日よけ，雨覆い，天幕，日覆い，登山用又は
キャンプ用のテント
【24】ビニールクロス，ラバークロス，レザークロス，かや，敷布，布団，布団カバー，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，黒白幕，紅白幕，布製ラベル

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.04 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.23 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］
2006.07.20 願書
2006.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.11 意見書
2007.02.20 拒絶査定
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【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
2006.08.03 願書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 意見書
2007.02.16 拒絶査定
2007.11.01 登録料納付
2008.02.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.03 登録査定書
2007.11.01 設定納付書
2007.11.20 登録証
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【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
2006.09.11 願書
2006.09.11 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.11 意見書
2006.12.11 認定･付加情報
2007.02.13 拒絶査定

通常:
2006-067386
標準

通常 2006-067406

通常 2006-067407

通常:
2006-068023
標準

通常 2006-072618

分割 2006-084451

※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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