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※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
20,24,25,27

1

有松しぼり久田

通常:
2004-091906
標準

01,05,08,09,16,17,2
2,23,41
2

ＦＡＭＩＬＹ ＣＡＲＥ

通常:
2005-105597
標準

14

3

ＳＰＯＲＴ

通常:
2005-105599
標準

25

4

Ｍｉｘ

通常:
2005-106007
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
【20】有松しぼりを使用してなるクッション，有松しぼりを使用してなる座布団，有松しぼりを
使用してなるまくら，有松しぼりを使用してなるマットレス，有松しぼりを使用してなる屋内用
ブラインド，有松しぼりを使用してなる装飾用ビーズカーテン
【24】有松しぼりを使用してなる織物，有松しぼりを使用してなる畳べり地，有松しぼりを使
用してなるメリヤス生地，有松しぼりを使用してなるフェルト及び不織布，有松しぼりを使用
してなる布製身の回り品，有松しぼりを使用してなるかや，有松しぼりを使用してなる敷
布，有松しぼりを使用してなる布団，有松しぼりを使用してなる布団カバー，有松しぼりを
使用してなる布団側，有松しぼりを使用してなるまくらカバー，有松しぼりを使用してなる毛
布，有松しぼりを使用してなる織物製テーブルナプキン，有松しぼりを使用してなるふき
ん，有松しぼりを使用してなるシャワーカーテン，有松しぼりを使用してなるのぼり及び旗
（紙製のものを除く。），有松しぼりを使用してなる織物製トイレットシートカバー，有松しぼり
を使用してなる織物製いすカバー，有松しぼりを使用してなる織物製壁掛け，有松しぼりを
使用してなるカーテン，有松しぼりを使用してなるテーブル掛け，有松しぼりを使用してなる
どん帳，有松しぼりを使用してなる遺体覆い，有松しぼりを使用してなる経かたびら，有松
しぼりを使用してなる黒白幕，有松しぼりを使用してなる紅白幕，有松しぼりを使用してなる
ビリヤードクロス，有松しぼりを使用してなる布製ラベル
【25】有松しぼりを使用してなる被服，有松しぼりを使用してなる仮装用衣服，有松しぼりを
使用してなる運動用特殊衣服
【01】水，アルコール類，界面活性剤，その他の化学品
【05】消毒剤，脱脂綿に含浸させた薬剤，消臭剤（工業用のもの及び身体用のものを除
く。），その他の薬剤
【08】つめ切り，つめはさみ，洋ばさみ，その他の手動利器（「刀剣」を除く。）
【09】理化学機械器具，防じんマスク，防毒マスク
【16】衛生てふき，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
【17】化学繊維（織物用のものを除く。）
【22】綿繊維
【23】織物用化学繊維糸，混紡化学繊維糸，化学繊維より糸，その他の糸
【41】会議・セミナー・シンポジウムの手配及び運営
【14】時計

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2004.10.06 願書
2005.06.06 代理人辞任届
2005.06.06 認定･付加情報
2005.10.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.21 手続補正書
2005.11.21 意見書
2005.11.25 手続補足書
2005.12.26 認定･付加情報
2007.03.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.08.02 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))
2006.09.08 手続補正書
2006.09.08 意見書
2007.03.28 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.12 手続補正書
2006.09.12 意見書
2006.09.12 代理人受任届
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.13 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定
2007.07.05 手続補正書(方式)
2007.07.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，ず 【中間記録情報】
きん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バン ［審査］
2005.11.11 願書
ド，ベルト
2005.11.16 代理権変更届
2005.11.16 手続補足書
2005.12.16 認定･付加情報
2005.12.16 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.27 手続補正書
2006.09.27 意見書
2006.09.27 手続補足書
2006.10.26 認定･付加情報
2007.01.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.30 拒絶査定
2007.04.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

商標（見本）

5

6

商標

ＴＧレアメタル

ちびくろ・さんぼ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

14

区分

【14】希少金属を用いた貴金属，希少金属を用いたキーホルダー，希少金属を用いた貴金
属製食器類，希少金属を用い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，希少金属を用いた
貴金属製針箱，希少金属を用いた貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，希少金属を用
いた貴金属製宝石箱，希少金属を用いた貴金属製の花瓶及び水盤，希少金属を用いた記
念カップ，希少金属を用いた記念たて，希少金属を用いた身飾品，希少金属を用いた宝玉
及びその原石並びに宝玉の模造品，希少金属を用いた貴金属製コンパクト，希少金属を
用いた貴金属製靴飾り，希少金属を用いた時計，希少金属を用いた貴金属製喫煙用具

16,18,24,28

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.26 手続補正書
2006.06.26 意見書
2006.06.26 手続補足書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.12.14 出願人名義変更届
2006.12.14 手続補足書
2007.01.19 認定･付加情報
2007.03.20 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.05.10 出願人名義変更届
2006.06.23 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))
2006.12.14 意見書
2007.01.30 手続補正書
2007.01.30 意見書
2007.02.09 認定･付加情報
2007.03.06 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定

【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，家庭用食品包装フイルム，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，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
【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，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
【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，
【25】組立式紙帽子
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.07.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.11 意見書
2006.08.11 手続補足書
2006.09.08 認定･付加情報
2007.03.28 拒絶査定
【06】金属製錠
【中間記録情報】
【18】かばん類，かばん用タグ
［審査］
2006.02.23 願書
【20】錠（金属製のものを除く。）
2006.03.31 手続補正指令書(出願)
2006.04.05 手続補正書(方式)
2006.04.17 優先権証明書提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 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 意見書
2007.02.13 代理人受任届
2007.03.07 手続補正指令書(中間書類)
2007.03.09 手続補正書(方式)
2007.03.12 認定･付加情報
2007.03.12 認定･付加情報
2007.03.12 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定

通常:
2005-110928
標準

通常:
2005-115840
標準

25

7

ＫＡＭＩＢＯ

通常:
2006-005586
標準

06,18,20

8

ＳＭＡＲＴＢＡＧ

優先:
2006-015819
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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No.

商標（見本）

9

10

11

12

商標

布団の中当て

近江仕立て

ｎａｂｅｓｈｉｒｔ

§Ｗ∞ｉｌｄ＼ｏｍｅｎ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【24】布団の中当て

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.09.01 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))
2006.09.19 手続補正書
2006.09.19 意見書
2006.10.24 認定･付加情報
2007.03.09 拒絶査定

24

【24】敷き布団，その他の布団，布製身の回り品，敷布，布団カバー，布団側，まくらカ
バー，毛布

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.27 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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 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)
2006.11.10 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

09,25,41

【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
【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］
2006.04.17 願書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.10.02 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))
2007.03.26 拒絶査定

通常:
2006-021849
標準

通常 2006-034496

通常:
2006-034667
標準

通常 2006-035088

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

中間記録

24
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,25,41

13

ＷｉｌｄＷｏｍｅｎ

通常:
2006-035089
標準

14

14

パワーストーン

通常:
2006-041655
標準

25
15

ＡＣＴＩＶＥ ＥＡＳＹ ＣＵＴ

通常:
2006-044084
標準

11,24

16

玉川の岩盤浴ふとん

指定商品・役務

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
【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
【14】身飾品，貴金属，貴金属製食器類，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，時計

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.10.02 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))
2007.03.26 拒絶査定

【11】電気布団
【24】布団

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.16 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.24 意見書
2007.01.25 手続補足書
2007.02.23 認定･付加情報
2007.03.02 拒絶査定
2007.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.08.17 刊行物等提出書
2006.09.05 刊行物等提出書
2006.09.08 刊行物等提出書
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.22 刊行物等提出による通知書
2006.09.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.04 認定･付加情報
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.13 刊行物等提出による通知書
2006.10.13 刊行物等提出による通知書
2006.10.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.26 手続補正書
2006.12.26 意見書
2006.12.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.27 認定･付加情報
2007.03.16 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
2006.05.15 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.12.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.22 拒絶査定

通常 2006-044495

※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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３条拒絶（繊維）２００７．０３.xls
No.

17

18

商標（見本）

商標

Ｘ－１ ＦＩＴ ＢＡＮＤ

Ｍｏｄｉｓｈ

種別 出願番号

区分

Ｇｅアパタイト－Ｔｉ

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
2006.05.29 願書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.30 拒絶査定
【14】ゲルマニウム・チタニウムを含有させたアパタイト鉱石
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.12.15 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))
2007.03.30 拒絶査定
2007.07.06 官報公告

通常 2006-046915

通常:
2006-048775
標準

通常:
2006-049208
標準

25,28

20

ＴＡＳＭＡＮＩＡ ＳＵＲＦ＼タスマ
ニアサーフ

通常 2006-051025

03,18,24,25
21

ＬＯＨＡＳＣＯＭＰＡＮＹ

通常 2006-052208

25

22

ＷＡＺＯＭＥ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.02 拒絶査定

【25】ティーシャツ，靴下，水泳着，水泳帽，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつ 【中間記録情報】
り，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，サーフィン用ウェットスーツ，その他の運動用特殊 ［審査］
衣服，サーフィン用シューズ，その他の運動用特殊靴
2006.06.02 願書
2006.06.05 認定･付加情報
【28】サーフボード，サーフボード用バッグ，サーフボード用流れ止め，サーフィン用グロー
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ブ，その他の運動用具，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，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，す 号)
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 2006.12.04 手続補正書
2006.12.04 手続補足書
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，昆虫採集用具
2006.12.04 認定･付加情報
2006.12.04 認定･付加情報
2006.12.04 意見書
2007.01.09 認定･付加情報
2007.03.02 拒絶査定
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品
【中間記録情報】
【18】愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
［審査］
【24】織物及び家庭用の織物製カバー
2006.06.06 願書
2006.06.13 認定･付加情報
【25】被服及び履物
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.23 拒絶査定

【25】被服及び履物

通常 2006-052209

※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】履物，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴

14
19

指定商品・役務

25

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.10 意見書
2007.03.30 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００７．０３.xls
No.

23

24

25

26

27

28

商標（見本）

商標

人体着用圧

純銀レース

ｏｕｔｄｏｏｒｓｔｙｌｅ

ゆったり

ウエストフリー

Ｅ－ＳＵＩＴＳ

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
2006.06.06 願書
2006.07.03 出願人名義変更届
2006.07.04 手続補足書
2006.08.03 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.06 拒絶査定

14,41

【14】身飾品
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.14 願書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.02 拒絶査定

18,25

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，エプロン，
えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，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，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.16 拒絶査定

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.20 願書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.22 願書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.11.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.14 拒絶査定

25

【25】水泳着

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.26 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)
2006.12.13 手続補正書
2006.12.13 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.15 手続補足書
2007.01.19 認定･付加情報
2007.03.01 拒絶査定

通常:
2006-052503
標準

通常:
2006-055204
標準

通常:
2006-055787
標準

通常:
2006-057077
標準

通常:
2006-057969
標準

通常:
2006-059408
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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No.

29

30

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
2006.06.27 願書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.06 拒絶査定
2007.03.19 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，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
［審査］
用特殊靴
2006.06.16 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

通常:
2006-059784
標準
25

31

32

33

34

新立体ヒップ

通常 2006-060962

ＣｏｍｆｏｒｔＣｏｏｌ

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻類，下着，靴下，毛布製ストール，手
袋，バンダナ，マフラー，帽子，バンド，ベルト，運動靴，サンダル靴，アノラック，グランド
コート

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.20 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.02 拒絶査定

24,25

【24】フェルト
【25】えり巻き，ゲートル，手袋，保温用サポーター，マフラー，運動用特殊衣服

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.23 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)
2007.03.02 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
2006.07.06 願書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

通常:
2006-062817
標準

通常:
2006-062912
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］
2006.06.26 願書
2006.11.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.23 意見書
2007.03.02 拒絶査定
2007.04.02 手続補足書
2008.03.05 登録料納付
［登録］
2008.02.20 登録査定書
2008.03.05 設定納付書
2008.03.25 登録証

25
ＳＰＥＣＩＡＬ１ ＣＬＯＴＨＩＮＧ Ｂ 通常:
2006-061406
ＲＡＮＤ
標準

Ｓｔｕｌｐｅ

中間記録

【26】天然人毛から作られたつけ毛，人工偽毛から作られたつけ毛，天然人毛から作られ
た入れ毛，人工偽毛から作られた入れ毛，天然人毛から作られた髪飾り，人工偽毛から作
られた髪飾り，天然人毛から作られたかつら，人工偽毛から作られたかつら，頭皮から生
えている人毛につけ毛・入れ毛を取り付けるための装着具，ヘアバンド，ヘアピン，ヘアネッ
ト，髪止め，その他の頭飾品，漁網製作用杼，メリヤス機械用編針，針類，被服用はとめ，
テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，組みひも，編み棒，裁縫箱，
裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除く。），腕止め，衣服用き章
（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣
服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，ボタン類，
造花，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

エクステバンズ＼ＥＸＴ Ｂａｎｄｓ 通常 2006-059435

足指さらら

指定商品・役務

26
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No.

35

36

37

38

39

40

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

ｃｏｃｏｃｈｉ ｓｏｚａｉ＼心地素材

ＳＣ ＡＴＨＬＥＴＩＣ

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.06 願書
2006.07.18 手続補正書
2006.08.15 認定･付加情報
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)
2007.01.04 意見書
2007.01.05 手続補足書
2007.02.05 認定･付加情報
2007.03.16 拒絶査定
2007.06.25 手続補正書(方式)
2007.06.25 手続補足書
2008.03.07 登録料納付
［登録］
2008.02.29 登録査定書
2008.03.07 設定納付書
2008.03.31 登録証

25

【25】被服、運動用特殊衣服、仮装用衣服

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.23 願書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.30 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】
殊衣服，運動用特殊靴
［審査］
2006.07.07 願書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.23 意見書
2007.01.23 認定･付加情報
2007.03.09 拒絶査定

25

【25】履物，運動用特殊靴，被服，運動用特殊衣服

24,25

【24】織物（畳べり地を除く。），畳べり地，メリヤス生地，フェルト及び不織布，布製身の回り 【中間記録情報】
［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
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
2006.07.07 願書
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・ 2006.07.24 認定･付加情報
靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。），運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」 2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
を除く。）
2007.03.02 拒絶査定

26,44,45

【26】頭飾品，人工毛（医療用のものを除く。），つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー
【中間記録情報】
（電気式のものを除く。）
［審査］
2006.07.07 願書
【44】育毛，増毛，美容，理容，かつらの調髪，育毛料・養毛料の使用方法に関する助言，
毛髪用剤の使用方法に関する助言，育毛・発毛の促進のための処理及び助言（医業に関 2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
するものを除く。），発毛・育毛又は増毛に関する情報の提供，育毛・発毛の促進のための 2007.03.09 拒絶査定
処理及び増毛施術において使用する機器の貸与，家庭用電気マッサージ器の貸与，美容
院用又は理髪店用の機械器具の貸与，
【45】家庭用電熱用品類の貸与（他の類に属するものを除く。），かつらの貸与，装身具の

通常 2006-063356

通常 2006-063594

通常 2006-063608

ジーツージーンズ＼Ｇ２ＪＥＡＮＳ 通常 2006-063685

ヘアスポット

通常:
2006-063796
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】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
【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

Ｃｒｙｓｔａｌ Ｃｈｉｃ＼クリスタルシッ
通常 2006-063089
ク

ハイ！カッパ

指定商品・役務

14,18,25

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 願書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.30 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（繊維）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
26,44,45

41

Ｈａｉｒｓｐｏｔ

通常:
2006-063797
標準

25
42

43

44

45

46

47

ＳＨＥＥＲＳＴＲＥＴＣＨ＼シアース
通常 2006-063946
トレッチ

テーピング

指定商品・役務

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動 【中間記録情報】
用特殊靴
［審査］
2006.07.10 願書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.23 拒絶査定

18

【18】合成皮革、人工皮革

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.09 拒絶査定

10,25,28

【10】マッサージ具，家庭用電気マッサージ器，美容用電気マッサージ器
【25】靴下，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】運動用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.11 願書
2006.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.28 拒絶査定

24

【24】織物，メリヤス生地，フェエルト及び不織布，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
2006.06.29 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 2006.07.28 手続補正指令書(出願)
2006.08.08 手続補正書(方式)
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，ビリヤードクロス，布製ラベル
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.12 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

11,14

【11】電球類及び照明用器具
【14】キーホルダー・根付

通常:
2006-064191
標準

Ｖ－ＳＫＩＮ＼ＴＨＥ ＮＡＴＵＲＡＬ
通常 2006-064321
ＦＡＵＸ＼ヴイ・スキン

脚トレシューズ

ラジウム温泉マット

琥珀

通常:
2006-064452
標準

通常:
2006-065253
標準

通常 2006-065291

※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

【26】頭飾品，人工毛（医療用のものを除く。），つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー
【中間記録情報】
（電気式のものを除く。）
［審査］
2006.07.07 願書
【44】育毛，増毛，美容，理容，かつらの調髪，育毛料・養毛料の使用方法に関する助言，
毛髪用剤の使用方法に関する助言，育毛・発毛の促進のための処理及び助言（医業に関 2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
するものを除く。），発毛・育毛又は増毛に関する情報の提供，育毛・発毛の促進のための 2007.03.09 拒絶査定
処理及び増毛施術において使用する機器の貸与，家庭用電気マッサージ器の貸与，美容
院用又は理髪店用の機械器具の貸与，
【45】家庭用電熱用品類の貸与（他の類に属するものを除く。），かつらの貸与，装身具の
【25】被服
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.11.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.08 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.13 願書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.16 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
18

48

伊達錦布

通常 2006-065807

指定商品・役務

中間記録

【18】皮革，原皮，なめし皮，毛皮，革ひも，折りかばん，肩掛けかばん，グラッドストン，こう 【中間記録情報】
［審査］
り，書類入れかばん，スーツケース，手提げカバン，トランク，ハンドバッグ，ボストンバッ
グ，ランドセル，リュックサック，お守り入れ，カード入れ，買物袋（車付きのものを含む。）， 2006.06.29 願書
2006.07.21 職権訂正履歴(職権訂正)
がま口（貴金属製のものを除く。），信玄袋，パス入れ，名刺入れ，携帯用化粧道具入れ，
2006.07.24 認定･付加情報
傘，愛玩動物用被服類
2006.07.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.09 拒絶査定

03,09,16,25,28,32,3 【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】
洗濯用漂白剤，塗料用剥離剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん ［審査］
5,38,41

49

§ＡＬＶＡ＼アルヴァ

粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨
き，化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食品
香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，
つけまつ毛
【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，硬貨の計算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
器，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
【18】原革，原皮，なめし皮

2006.07.04 願書
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)
2006.09.01 手続補正指令書(出願)
2006.09.28 認定･付加情報
2006.12.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.16 拒絶査定

10,14

【10】貼付式つぼ刺激具，その他の医療用機械器具
【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］
2006.07.19 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.13 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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.19 願書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.06 拒絶査定

通常 2006-066330

18
50

51

52

キョンセーム

ミラクルゲルマ

シェイプサポーター

通常 2006-066848

通常:
2006-067090
標準

通常:
2006-067111
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］
2006.07.05 願書
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
項16号)
2007.03.30 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（繊維）２００７．０３.xls
No.

53

54

55

56

商標（見本）

商標

涼感壮快

ｋｉｍｏｎｏモード

色彩四柱推命

ぎょさん

種別 出願番号

区分

58

59

ＮＵＯＴＯ＼ヌオート

ＧＬＡＭ

25

【25】洋服，コート，和服，げた，草履類

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.19 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.13 拒絶査定

16,24,25,26,45

【16】紙類，印刷物，文房具類
【24】布製身の回り品
【25】下着，リストバンド
【26】組みひも，テープ，房類，リボン，頭飾品
【45】占い

25,28

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.05 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.20 願書
2006.07.24 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
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，
ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【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
【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
2006.07.21 願書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.18 意見書
2007.01.18 認定･付加情報
2007.03.05 拒絶査定

通常:
2006-067114
標準

通常:
2006-067171
標準

通常:
2006-067404
標準

通常:
2006-067791
標準

通常 2006-068054

16,18

【16】紙製包装容器，印刷物，文房具類
【18】皮革，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，かばん金具，がま口口金，傘，ステッ
キ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，愛玩動物用被服類

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.21 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.13 拒絶査定

14,18,25

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.21 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.22 意見書
2007.01.23 手続補足書
2007.02.21 認定･付加情報
2007.03.27 拒絶査定
2007.04.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.05 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.10.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-068211
標準

ＭＡＮＯ ＮＥＬＬＡ ＭＡＮＯ＼マ
通常 2006-068322
ノネラマノ

※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
2006.07.19 願書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.01 拒絶査定

25

57

指定商品・役務

25
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３条拒絶（繊維）２００７．０３.xls
No.

60

61

62

63

64

65

66

商標（見本）

商標

ＩＮＵＧＡＲＡ－ＢＡＧ＼イヌガラ
バッグ

首里城

避難コート

ＣＯＭＦＯＲＴ ＳＩＺＥ

サスダケ

岩盤浴

無添加

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【18】アタッシュケース，バッグパック，革製包装用袋，旅行用衣服かばん，ビーチバッグ，ブ 【中間記録情報】
リーフケース，家具用張り革，革製包装用袋，旅行かばん，傘，ハンドバッグ，携帯用化粧 ［審査］
2006.07.11 願書
道具入れ，財布，リュックサック，買い物袋，ショルダーバッグ
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 拒絶査定

25

【25】Ｔシャツ，被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣装， 【中間記録情報】
［審査］
運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2006.07.25 願書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.27 意見書
2007.03.30 拒絶査定

25

【25】コート

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，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
2006.07.27 願書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.12.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.15 拒絶査定

26

【26】編みレース生地，刺しゅうレース生地，組みひも，テープ，房類，リボン，ボタン類，針
類，メリヤス機械用編針，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。），被服用はとめ，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，腕止め，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，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，造花，漁網製作用杼

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
2006.07.28 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.16 拒絶査定
2007.04.09 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
2006.07.28 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

通常 2006-068996

通常:
2006-069123
標準

通常:
2006-069993
標準

通常:
2006-070087
標準

通常:
2006-070101
標準

通常:
2006-070752
標準

通常:
2006-070753
標準

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

中間記録

18
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.11 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.27 願書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 手続補正書
2007.01.12 認定･付加情報
2007.01.12 認定･付加情報
2007.01.12 意見書
2007.03.09 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００７．０３.xls
No.

67

68

69

70

71

72

73

商標（見本）

商標

ＵＮＩＳＥＸ＼ユニセックス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【18】かばん類，袋物，皮革，かばん金具，携帯用化粧道具入れ

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.14 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)
2007.03.23 拒絶査定

14

【14】ネックレス，ブレスレット

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.01 願書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 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，和服，下着，水泳着，水泳帽，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
2006.07.19 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， 2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類，げた，草履類，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用 号)
2007.03.30 拒絶査定
特殊靴
2007.06.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.20 願書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.23 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用衣服

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.03 願書
2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.29 手続補正書
2007.01.29 手続補足書
2007.01.29 意見書
2007.02.27 認定･付加情報
2007.03.13 拒絶査定
2007.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

23,24

【23】糸
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.03 願書
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.27 拒絶査定

23,24

【23】糸
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.03 願書
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.27 拒絶査定

通常 2006-070941

Ｇｅｒｍａ Ｂａｌｌ Ｎｅｃｋｌａｃｅ ＆
Ｂｒａｃｅｌｅｔ＼ゲルマ蘇生球ネック 通常 2006-071669
レス＆ブレスレット

スリムライン＼Ｓｌｉｍ Ｌｉｎｅ＼Ｓ
通常 2006-071917
ＬＩＭ ＬＩＮＥ

Ｐｏｐｏｌａｒｅ

ｍａｒｋ ａ

癒され繊維

ノーストレス繊維

通常 2006-072298

通常:
2006-072394
標準

通常:
2006-072550
標準

通常:
2006-072553
標準

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

中間記録

18
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No.

74

75

76

77

78

79

商標（見本）

商標

ストレス解消繊維

§伊達裂

Ｐｉｔｃｈｉｎｇ Ｓｈｏｅｓ

ナサテク

らくらく１万歩＼楽々１万歩

ザケイロ＼ＺＡＧＵＥＩＲＯ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【23】糸
【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

24

【24】織物，綿織物，麻織物，絹織物，毛織物，化学繊維織物，無機繊維織物（石綿織物を 【中間記録情報】
［審査］
除く），混紡織物，交織物，細幅織物，布製身の回り品
2006.07.20 願書
2006.08.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.25 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

25

【25】靴類（「靴合わせくぎ・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］
2006.08.04 願書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 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，ひざ掛け，その他の上掛け，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.04 願書
2006.08.07 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.23 拒絶査定

25

【25】インソール，その他の履物，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.04 願書
2006.08.07 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.23 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
2006.08.07 願書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.12.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.30 意見書
2007.01.30 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定
2007.05.16 手続補正書
2007.07.17 手続補正書
2007.10.31 登録料納付
［登録］
2007.10.05 登録査定書
2007.10.31 設定納付書
2007.11.20 登録証

通常:
2006-072555
標準

通常 2006-072749

通常 2006-072888

通常:
2006-072926
標準

通常 2006-073247

通常 2006-073403

※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

23,24
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【中間記録情報】
［審査］
2006.08.03 願書
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.27 拒絶査定

2008/12/11
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No.

80

81

82

83

84

85

商標（見本）

商標

ボランチ＼ＶＯＬＡＮＴＥ

甲州屋

岩盤浴スリッパ

ＦＲＡＮＣＯＲＣＨＡＭＰＳ

ＬＥＳ ＦＡＧＮＥＳ

ｋｅｔ＆ＫＥＴ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【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

25

【25】被服，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

25

【25】スリッパ

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.27 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.28 願書
2006.08.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.23 拒絶査定

25

【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.28 願書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.23 拒絶査定

24

【24】毛布，ひざ掛け，ベッドスプレッド，クッション，マルチケット，スローケット

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.28 願書
2006.08.21 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.30 拒絶査定

通常 2006-073404

通常 2006-074124

通常:
2006-074664
標準

通常:
2006-075166
標準

通常:
2006-075167
標準

通常:
2006-075172
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］
2006.08.07 願書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.12.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.30 手続補正書
2007.01.30 認定･付加情報
2007.01.30 意見書
2007.01.30 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定
2007.05.16 手続補正書
2007.07.17 手続補正書
2007.10.31 登録料納付
［登録］
2007.10.05 登録査定書
2007.10.31 設定納付書
2007.11.20 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.27 願書
2006.08.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.16 認定･付加情報
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.15 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))
2007.03.16 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【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
【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
【18】かばん類

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.31 願書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.23 拒絶査定

06,09,16,18,20

【06】金属製金具
【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】文房具類
【18】かばん類，袋物
【20】家具

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.11 願書
2006.08.11 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.20 意見書
2007.03.20 認定･付加情報
2007.03.30 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
【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，乗馬道具皮革，皮革 ［審査］
2006.08.02 願書
製装身具，その他本類に属する商品
2006.08.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.24 認定･付加情報
2006.08.25 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.23 拒絶査定
【25】被服
【中間記録情報】
［審査］
2006.08.04 願書
2006.09.29 手続補正指令書(出願)
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

25,26
86

沖縄アイランド

通常:
2006-075174
標準

18
87

88

89

大人のランドセル

通常:
2006-075209
標準

モバイルロックキット＼ＭＯＢＩＬ
通常 2006-075459
Ｅ ＬＯＣＫ ＫＩＴ

ＣＲＯＣＯ＼クロコ

通常 2006-076230

25
90

91

92

親父のエレガントシャツ

モクボトル

モクボックス

通常 2006-076450

14

【14】貴金属製喫煙用具

【中間記録情報】
［審査］
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)
2007.03.23 拒絶査定

14

【14】貴金属製喫煙用具

【中間記録情報】
［審査］
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)
2007.03.23 拒絶査定

通常 2006-076488

通常 2006-076489

※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］
2006.07.28 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)
2007.03.23 拒絶査定
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No.

93

94

95

96

商標（見本）

商標

モクカップ

楽爽快

ｃｌａｓｉｃａ

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
2006.08.22 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.05 意見書
2007.03.20 拒絶査定

14

【14】身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，宝玉及びその模造品

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
2006.08.28 願書
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.26 意見書
2007.03.13 拒絶査定
2007.10.31 登録料納付
［登録］
2007.10.02 登録査定書
2007.10.31 設定納付書
2007.11.20 登録証
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，布製身の回り品，敷布，布 【中間記録情報】
団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワー ［審査］
2006.09.05 願書
カーテン，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いす
カバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け
2006.09.05 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・ 2007.02.02 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。）
2007.03.14 意見書
2007.03.30 拒絶査定
【40】布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。）
2007.05.17 代理人受任届
2007.05.17 手続補足書
2007.05.17 手続補足書
2007.05.17 手続補足書
2007.05.17 手続補足書
2007.07.19 手続補正書(方式)
2007.07.19 手続補足書
2008.01.25 登録料納付
［登録］
2008.01.18 登録査定書
2008.01.25 設定納付書
2008.02.19 登録証

通常 2006-076490

通常:
2006-078150
標準

通常:
2006-079375
標準

ブルーアズール＼ＢＬＵＥＵ ＡＺ
通常 2006-079762
ＵＲ

ナノラメラ＼ＮＡＮＯＬＡＭＥＬＬＡ 通常 2006-082290

※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】貴金属製喫煙用具

24,25,40

97

指定商品・役務

14
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【中間記録情報】
［審査］
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)
2007.03.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.25 願書
2006.08.25 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.22 意見書
2007.02.22 認定･付加情報
2007.02.23 手続補足書
2007.03.23 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定

2008/12/11
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No.

98

99

商標（見本）

商標

立体５本指

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】立体縫製の５本指の靴下

【中間記録情報】
［審査］
2006.09.05 願書
2007.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.12 手続補正書
2007.03.12 意見書
2007.03.27 拒絶査定
2007.07.05 手続補正書(方式)

22

【22】布製又は合成樹脂製の荷崩れ防止帯

【中間記録情報】
［審査］
2006.09.06 願書
2006.09.07 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.20 意見書
2007.03.20 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定
2007.06.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-082390
標準

Ｇｒｅｅｎ Ｂａｎｄ＼グリーンバンド 通常 2006-082962

※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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