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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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３条拒絶（繊維）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

1

2

商標

ＣＯＭＦＯＲＴ ＦＩＴ

ショール フライトソックス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【25】履物

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.31 願書
2005.04.21 優先権証明書提出書
2005.05.27 認定･付加情報
2005.05.27 認定･付加情報
2005.08.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.14 期間延長請求書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.09.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.27 拒絶査定

10,25

【10】医療用段階状圧迫型靴下，その他の医療用圧迫型靴下，医療用靴下，外科治療用
靴下，医療用パッド
【25】靴下，ストッキング，ソックス

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2005.05.27 認定･付加情報
2005.11.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.30 手続補正書
2006.01.30 意見書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.01.31 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.07.05 期間延長請求書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.08.04 意見書
2006.08.04 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定
2007.07.03 手続補正書(方式)
2007.09.06 手続補正書
2008.03.18 手続補正書
2008.05.29 手続補正書
2008.05.29 期間延長請求書
2008.05.30 認定･付加情報
2008.06.02 手続補正書
2008.06.02 登録料納付
2008.06.02 通知書(再提出通知)
2008.06.10 認定･付加情報
［登録］
2008.04.30 登録査定書
2008.06.02 設定納付書
2008.07.15 登録証

優先:
2005-007200
標準

通常:
2005-045966
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.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10,25

3

ＳＣＨＯＬＬ ＦＬＩＧＨＴ ＳＯＣＫＳ

指定商品・役務
【10】医療用段階状圧迫型靴下，その他の医療用圧迫型靴下，医療用靴下，外科治療用
靴下，医療用パッド
【25】靴下，ストッキング，ソックス

通常:
2005-045967
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。

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2005.05.30 認定･付加情報
2005.11.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.30 手続補正書
2006.01.30 意見書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.01.31 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.07.05 期間延長請求書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.08.04 意見書
2006.08.04 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定
2007.07.03 手続補正書(方式)
2007.09.06 手続補正書
2007.09.06 手続補足書
2008.03.18 手続補正書
2008.05.29 手続補正書
2008.05.29 期間延長請求書
2008.05.30 認定･付加情報
2008.06.02 手続補正書
2008.06.02 登録料納付
2008.06.02 通知書(再提出通知)
2008.06.10 認定･付加情報
［登録］
2008.04.30 登録査定書
2008.06.02 設定納付書
2008.07.15 登録証
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No.

商標（見本）

4

5

商標

ＮＹ Ｃｅｌｅｂ＼エヌワイセレブ

Ｍｉｌａｎｏ Ｃｅｌｅｂ＼ミラノセレブ

種別 出願番号

区分

※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
殊衣服，運動用特殊靴
【35】インターネットによる広告，電子メールによる広告，その他の広告，ウェブサイト上の広
告スペースの貸与，郵便による広告物の配布，その他の広告物の配布，広告に関する情
報の提供，トレーディングスタンプの発行，インターネットによりデータベースを利用させる
事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行，コンピュータによる顧客
管理，コンピュータによる経営の診断及び指導，情報処理及び情報通信ネットワークの運
営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経営の診断又は経営に
関する助言，企業の人事管理のための適性検査，商品の通信販売に関する情報の提供，
電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供，書籍の販売に関する情報の提
供，情報通信関連機器の販売に関する情報の提供，新商品の販売に関する情報の提供・
その他の商品の販売に関する情報の提供，事業情報の提供，建物又は土地に関する市
場調査，コンピュータによる市場調査，その他の市場調査，市場調査に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん，その他の職業の
あっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営（インターネットオークション
の運営を含む。），競売の運営（インターネットオークションの運営を含む。）に関する情報
の提供，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，通信販売に関する事務の
代理又は代行，輸出入に関する事務の代理又は代行，一般事務の代理又は代行，電子計
算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気
テープのファイリング及び電子計算機によるファイル管理，建築物における来訪者の受付
及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情
報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集，建
物又は土地に関する事業の企画，魚・花市場における相場に関する情報の提供，電子計
算機端末による企業情報の提供，その他の企業...

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.26 上申書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.01.12 上申書
2006.01.13 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書
2007.06.28 手続補正書
2007.06.28 手続補足書
2007.09.26 手続補正書
2007.09.26 出願人名義変更届(一般承継)
2007.09.26 手続補足書
2007.09.26 登録料納付
2007.09.26 手続補正書
2007.10.29 認定･付加情報
2007.10.29 認定･付加情報
2007.10.29 認定･付加情報
2007.11.06 認定･付加情報
2007.11.06 認定･付加情報
2007.11.06 認定･付加情報
2007.11.06 認定･付加情報
［登録］
2007.08.27 登録査定書
2007.09.26 設定納付書
2007.11.27 登録証

25,35

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴
【35】インターネットによる広告，電子メールによる広告，その他の広告，ウェブサイト上の広
告スペースの貸与，郵便による広告物の配布，その他の広告物の配布，広告に関する情
報の提供，トレーディングスタンプの発行，インターネットによりデータベースを利用させる
事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行，コンピュータによる顧客
管理，コンピュータによる経営の診断及び指導，情報処理及び情報通信ネットワークの運
営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経営の診断又は経営に
関する助言，企業の人事管理のための適性検査，商品の通信販売に関する情報の提供，
電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供，書籍の販売に関する情報の提
供，情報通信関連機器の販売に関する情報の提供，新商品の販売に関する情報の提供・
その他の商品の販売に関する情報の提供，事業情報の提供，建物又は土地に関する市
場調査，コンピュータによる市場調査，その他の市場調査，市場調査に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん，その他の職業の
あっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営（インターネットオークション
の運営を含む。），競売の運営（インターネットオークションの運営を含む。）に関する情報
の提供，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，通信販売に関する事務の
代理又は代行，輸出入に関する事務の代理又は代行，一般事務の代理又は代行，電子計
算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気
テープのファイリング及び電子計算機によるファイル管理，建築物における来訪者の受付
及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情
報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集，建
物又は土地に関する事業の企画，魚・花市場における相場に関する情報の提供，電子計
算機端末による企業情報の提供，その他の企業...

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.26 上申書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.01.12 上申書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.03.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.02 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書
2007.06.28 手続補正書
2007.06.28 手続補足書
2007.10.16 手続補正書
2007.10.16 出願人名義変更届(一般承継)
2007.10.16 手続補正書
2007.10.16 登録料納付
2007.11.30 認定･付加情報
2007.11.30 認定･付加情報
2007.12.05 認定･付加情報
［登録］
2007.09.18 登録査定書
2007.10.16 設定納付書
2007.12.18 登録証

通常 2005-048579

通常 2005-048580

指定商品・役務

25,35
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No.

商標（見本）

6

7

商標

Ｐａｒｉｓ Ｃｅｌｅｂ＼パリセレブ

ＬＯＮＤＯＮ ＳＯＬＥ

種別 出願番号

区分

※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
殊衣服，運動用特殊靴
【35】インターネットによる広告，電子メールによる広告，その他の広告，ウェブサイト上の広
告スペースの貸与，郵便による広告物の配布，その他の広告物の配布，広告に関する情
報の提供，トレーディングスタンプの発行，インターネットによりデータベースを利用させる
事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行，コンピュータによる顧客
管理，コンピュータによる経営の診断及び指導，情報処理及び情報通信ネットワークの運
営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経営の診断又は経営に
関する助言，企業の人事管理のための適性検査，商品の通信販売に関する情報の提供，
電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供，書籍の販売に関する情報の提
供，情報通信関連機器の販売に関する情報の提供，新商品の販売に関する情報の提供・
その他の商品の販売に関する情報の提供，事業情報の提供，建物又は土地に関する市
場調査，コンピュータによる市場調査，その他の市場調査，市場調査に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん，その他の職業の
あっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営（インターネットオークション
の運営を含む。），競売の運営（インターネットオークションの運営を含む。）に関する情報
の提供，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，通信販売に関する事務の
代理又は代行，輸出入に関する事務の代理又は代行，一般事務の代理又は代行，電子計
算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気
テープのファイリング及び電子計算機によるファイル管理，建築物における来訪者の受付
及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情
報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集，建
物又は土地に関する事業の企画，魚・花市場における相場に関する情報の提供，電子計
算機端末による企業情報の提供，その他の企業...

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
［審査］
殊衣服，運動用特殊靴
2005.12.08 願書
2006.01.17 代理権変更届
2006.01.17 手続補足書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.02.13 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.27 意見書
2007.04.03 拒絶査定
2007.09.13 手続補正書
2008.03.06 登録料納付
［登録］
2008.02.12 登録査定書
2008.03.06 設定納付書
2008.03.25 登録証
2008.11.20 本権移転登録申請書(譲渡)
2008.12.19 移転登録済通知書

通常 2005-048581

通常:
2005-115591
標準

指定商品・役務

25,35
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.26 上申書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.12 上申書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.03.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.02 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書
2007.06.28 手続補正書
2007.06.28 手続補足書
2007.10.16 手続補正書
2007.10.16 出願人名義変更届(一般承継)
2007.10.16 手続補正書
2007.10.16 登録料納付
2007.11.30 認定･付加情報
2007.11.30 認定･付加情報
2007.12.05 認定･付加情報
［登録］
2007.09.18 登録査定書
2007.10.16 設定納付書
2007.12.18 登録証
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,24,29,30

8

医学コスメ

通常:
2006-005622
標準

03,06,09,14,16,18,2
5,34,36

9

Ｓａｉｎｔ－Ｐｅｔｅｒｓｂｏｕｒｇ

通常:
2006-012272
標準

25

10

渋原＼シブハラ

通常 2006-016701

※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

【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，脱脂綿， 【中間記録情報】
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，食餌療法用食品
［審査］
【24】フェルト及び不織布，布製身の回り品
2006.01.26 願書
2006.01.26 認定･付加情報
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は 2006.01.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.03 職権訂正通知書(職権訂正)
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
腐，納豆，食用たんぱく，クロレラエキスの粉末を主成分とする粒状成型加工食品，ビタミ
ンを主成分とする粉状・顆粒・錠剤・カプセル・液状に成型した加工食品
条1項11号を除く))
2007.04.20 拒絶査定
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
く。），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，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，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー
ム用安定剤，果糖・麦芽糖・乳糖・オリゴ糖などの糖類・粉末還元麦芽糖水飴などの糖アル
コール類を主体とする粉末・顆粒・錠剤・及び液状の加工食品，穀物・果実・野菜などの植
物を麹菌・酵母菌などの微生物で発酵させペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品，大
豆たんぱく・カゼイン・脱脂粉乳・ショ糖を主成分としビタミンを添加した液状・粉末状・顆粒
【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］
2006.02.14 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，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 2006.02.17 職権訂正履歴(職権訂正)
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
2006.02.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
2007.02.21 期間延長請求書
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
2007.03.22 意見書
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
2007.03.22 手続補足書
製セメント製品製造用型枠，滑車，ばね，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航 2007.04.19 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
路標識（発光式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽，ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，いかり，金属製ビッ
ト，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤロー
プ，金網，金属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，
金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受
け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製の
タオル用ディスペンサー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金
属製の可搬式家庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金
属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金
属製彫刻
【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
【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
2006.02.27 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.03 意見書
2006.10.03 手続補足書
2006.10.05 上申書
2006.10.05 手続補足書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.06 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
2007.05.24 手続補正書
2007.06.20 手続補正書
2007.06.20 手続補足書
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

05,15,26,29,30,31,3 【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ 【中間記録情報】
セル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプ ［審査］
2,33

11

脳年齢

通常:
2006-042985
標準

18,30

12

13

14

旅コンビニ

ＷＯＯＬＥＮ ＭＩＬＬＳ

歩楽＼ホラク

通常 2006-044168

※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。

2006.05.11 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.15 手続補正書
2007.02.15 代理人受任届
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 意見書
2007.02.16 認定･付加情報
2007.02.16 認定･付加情報
2007.03.15 認定･付加情報
2007.04.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.06.01 認定･付加情報
2006.11.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.05 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))
2007.04.20 拒絶査定

25

【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 【中間記録情報】
［審査］
衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2006.05.19 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.17 期間延長請求書
2007.04.17 拒絶査定

25,28

【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］
【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 2006.05.19 願書
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， 2006.05.22 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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，
項16号)
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
2006.12.05 意見書
2006.12.06 手続補足書
2006.12.06 認定･付加情報
2007.01.10 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
2007.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-046052

通常 2006-046323

キン，生理用パンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包帯
液，胸当てパッド
【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機
【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，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
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく，アガリスクを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液
状の加工食品，アセロラを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工
食品，アミノ酸を主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，アロ
エを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，イチョウの葉を主
材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，ウコンを主材料とした錠
剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，カカオを主材料とした錠剤状・顆粒
状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，カルシウムを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉
末状・カプセル状・液状の加工食品，ガルシニアを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カ
【18】旅行用品，かばん金具，がま口口金，皮革製包装容器，かばん類，ふくろ物，携帯用
化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，皮革
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，香辛料，コーヒー豆，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，
ベんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，即席菓子のもと
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No.

15

16

17

18

19

商標（見本）

商標

宇都宮城址

ナースデー

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.06.01 手続補足書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.06.29 認定･付加情報
2007.01.19 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))
2007.04.20 拒絶査定

10,25

【10】医療用品
【25】下着

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.06.30 手続補正書
2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.07 認定･付加情報
2007.01.05 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))
2007.04.20 拒絶査定

25

【25】ジャケット，オーバーコート，ズボン，スカート，ワイシャツ類及びシャツ，ティーシャツ， 【中間記録情報】
ポロシャツ，水泳着，男性用下着，女性用下着，帽子，その他の被服，ベルト，運動靴，旅 ［審査］
2006.06.09 願書
行用靴，スリッパ，その他の履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.24 期間延長請求書
2007.04.20 拒絶査定

24,25,30,32

【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
2006.06.15 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 2006.07.03 手続補正指令書(出願)
2006.07.31 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，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
2006.08.28 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，履物，仮装用衣服，運動用特 2007.03.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
殊衣服，運動用特殊靴
第4条1項11号)
【30】家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及
2007.04.07 意見書
びパン，調味料，香辛料，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，
2007.04.09 認定･付加情報
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 2007.04.20 拒絶査定
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
2007.05.23 手続補正書
2007.05.23 手続補正書
【32】清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス
2008.03.21 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.08.20 登録料納付
［登録］
2008.06.26 登録査定書
2008.08.20 設定納付書
2008.09.30 登録証

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

通常:
2006-047983
標準

通常 2006-053051

Ｍｔ．ＦＩＪＩ ＭＩＮＥＲＡＬ＼富士山
通常 2006-055728
ミネラル

通常:
2006-055788
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】てぬぐい，ふろしき，ハンカチ，タオル
【30】もなか，クッキー，まんじゅう，せんべい，あめ，だんご，アイスクリーム

ＭＡＣＨＵ ＰＩＣＣＨＵ＼ＯＵＴＤＯ
通常 2006-053782
ＯＲ

ｅ－ｏｕｔｄｏｏｒｓｔｙｌｅ

指定商品・役務

24,30
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【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)
2007.01.10 意見書
2007.01.10 手続補足書
2007.02.07 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定
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No.

20

21

22

23

24

25

26

商標（見本）

商標

ＳＣＯＴＴＩＳＨ ＴＲＡＤＩＴＩＯＮ

種別 出願番号

区分

ブーケリボンボウ

３６６日＼３６６ｄａｙ’ｓ

３６６日＼３６６ｄａｙ’ｓ

３６６日＼３６６ｄａｙ’ｓ

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
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.10 拒絶査定

16,22,26

【16】紙類，印刷物
【22】布製包装用容器
【26】テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，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，造花

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定

16,22,26

【16】紙類，印刷物
【22】布製包装用容器
【26】テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，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，造花

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定
2008.05.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25

【25】ティーシャツその他の被服

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.19 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.14 意見書
2007.02.01 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

24

【24】タオルその他の布製身の回り品

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.19 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.14 意見書
2007.01.31 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

18

【18】かばん類，かばん類用のストラップ，財布（貴金属製のものを除く。）その他の袋物，
財布（貴金属製のものを除く。）その他の袋物用のストラップ

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.19 願書
2006.11.17 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 手続補正書
2006.12.14 意見書
2007.01.31 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

通常:
2006-059287
標準

通常:
2006-060258
標準

通常:
2006-060259
標準

通常 2006-060882

通常 2006-060883

通常 2006-060884

※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】ニット製被服，ジャケット，コート，ジャンパー，カーディガン，ワイシャツ類及びシャツ， 【中間記録情報】
［審査］
ティーシャツ，その他の被服，スカーフ，手袋，靴下，レギンス，レッグウォーマー，マフ
ラー，バンダナ，ストッキング，耳覆い，毛皮製ストール，縁あり帽子，その他の帽子，履物 2006.06.26 願書
2006.06.28 手続補正書
2006.07.28 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)
2007.02.16 意見書
2007.02.16 手続補足書
2007.03.16 認定･付加情報
2007.04.05 拒絶査定

Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｇｅａｒ＼サポートギア 通常 2006-059750

ブーケボウ

指定商品・役務

25
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No.

27

28

商標（見本）

商標

Ｎａｔｕｒａｌ Ｆｉｔ Ｓｅｌｅｃｔ

Ｂｉｏ－ｂａｔｈ

種別 出願番号

区分

バイオ・バス

10,11,25,35,41,44

【10】医療用機械器具
【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，冷凍機械器具，美容院用又は理髪店用の機械器
具（いすを除く。），水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，水道用栓
【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
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供，輸出入に関する事務の代理又は代行
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，スポーツの興行の企画・運営又
は開催，運動施設の提供，娯楽施設の提供
【44】栄養の指導，医療情報の提供，美容，理容，医療用機械器具の貸与，美容院用又は
理髪店用の機械器具の貸与

通常:
2006-061015
標準

通常:
2006-061098
標準

通常:
2006-061099
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
2006.06.30 願書
2006.07.13 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)
2007.04.20 拒絶査定
2007.09.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

10,11,25,35,41,44

29

指定商品・役務

25

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.30 願書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.22 手続補正書
2007.01.22 意見書
2007.01.22 認定･付加情報
2007.01.22 認定･付加情報
2007.04.16 拒絶査定
2007.05.10 手続補正書
2007.06.04 手続補正書
2008.01.07 登録料納付
［登録］
2008.01.04 登録査定書
2008.01.07 設定納付書
2008.02.05 登録証
【10】医療用機械器具，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
【中間記録情報】
【11】電球類及び照明用器具，火鉢類，冷凍機械器具，美容院用又は理髪店用の機械器 ［審査］
具（いすを除く。），水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，水道用栓
2006.06.30 願書
【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
2006.07.06 認定･付加情報
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提 2006.12.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
供，輸出入に関する事務の代理又は代行
号)
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，スポーツの興行の企画・運営又 2007.01.22 手続補正書
は開催，運動施設の提供，娯楽施設の提供
2007.01.22 認定･付加情報
【44】栄養の指導，医療情報の提供，美容，理容，医療用機械器具の貸与，美容院用又は 2007.01.22 認定･付加情報
2007.01.22 意見書
理髪店用の機械器具の貸与
2007.04.16 拒絶査定
2007.05.10 手続補正書
2007.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.04 手続補正書
2008.01.07 登録料納付
［登録］
2008.01.04 登録査定書
2008.01.07 設定納付書
2008.02.05 登録証
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No.

30

31

商標（見本）

商標

ａ ｇａｒｂ ｅｘｔｒａ

アシコシラーク

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

25

【25】被服，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

05,14

【05】医療用脚バンド，医療用腕環
【14】リング状の身飾品，バンド状の身飾品，その他の身飾品

通常 2006-061528

通常:
2006-063655
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.03 願書
2006.07.03 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)
2006.12.21 意見書
2006.12.21 手続補足書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.29 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
2007.05.17 手続補正書(方式)
2007.05.17 手続補足書
2008.02.08 登録料納付
［登録］
2008.01.15 登録査定書
2008.02.08 設定納付書
2008.02.26 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 願書
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 意見書
2007.01.09 手続補足書
2007.02.07 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定

14,16,20,21,24,25,2 【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 ［審査］
7

32

仏宝

通常:
2006-068367
標準

14

33

Ｔ．Ｐ

通常 2006-069146

※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。

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
【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，装飾用ステッカー，図案入りシール，写真立て
【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用い
す，理髪店用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），液体貯蔵槽，
工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，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，
【14】貴金属，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出
し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製の花瓶・
水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及
び財布，貴金属製喫煙用具，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，記
念カップ・記念たて，キーホルダー

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

2006.07.21 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))
2007.01.22 手続補正書
2007.01.22 意見書
2007.01.22 物件提出書
2007.02.20 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
2007.07.12 手続補正書
2007.07.12 手続補足書
2008.03.10 登録料納付
［登録］
2008.01.19 登録査定書
2008.03.10 設定納付書
2008.03.31 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.25 願書
2006.07.25 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.29 手続補正書
2007.01.29 意見書
2007.02.27 補正の却下の決定
2007.04.17 拒絶査定
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No.
34

35

36

商標（見本）

商標
Ｒ１３４

京の＼半えり

チビッコ

種別 出願番号

区分

38

39

チビッコ足袋

涼感爽快

ボディシェイプ

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.19 願書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定

25

【25】和服

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.02 願書
2006.08.02 認定･付加情報
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.24 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，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
2006.08.02 願書
2006.09.08 手続補正指令書(出願)
2006.09.21 代理人受任届
2006.09.22 手続補正書(方式)
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.12 代理人受任届
2007.03.13 認定･付加情報
2007.04.25 拒絶査定
【25】足袋
【中間記録情報】
［審査］
2006.08.02 願書
2006.09.08 手続補正指令書(出願)
2006.09.21 代理人受任届
2006.09.22 手続補正書(方式)
2006.10.03 認定･付加情報
2006.10.03 認定･付加情報
2006.10.03 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.12 代理人受任届
2007.03.13 認定･付加情報
2007.04.25 拒絶査定

通常:
2006-071900
標準

通常 2006-072086

通常:
2006-072154
標準

通常:
2006-072155
標準

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
2007.01.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.19 拒絶査定

25

【25】洋服，コ－ト，セ－タ－類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，ガ－タ
－，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト

通常:
2006-073694
標準

通常 2006-073746

※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

【21】食器類（貴金属製のものを除く）
【25】被服

25

37

指定商品・役務

21,25

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.25 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定
2007.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

40

41

42

43

商標（見本）

商標

レギング

種別 出願番号

区分

26

【26】編みレース生地

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.09 願書
2006.08.17 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

25

【25】帯，帯揚げ，帯揚げしん

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.11 願書
2006.08.14 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.17 拒絶査定

09,14

【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，携帯電話用ストラップ，そ
の他の電気通信機械器具，電子計算機用マウスパッド，電子計算機用マウス，コンピュー
タネットワーク又はインターネットを通じてダウンロードされるパーソナルコンピュータ用ゲー
ムプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，コンピュータネットワークにより
提供されるダウンロード可能な音楽，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，業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディ
スク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ及び磁気テー
プ，インターネットを通じてダウンロードされる家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラ
ム，家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・
【25】被服，和服，袢纏，半被，鯉口シャツ，腹掛，帯，足袋，股引，手甲，長着，腰巻，帯締
め，帯揚げ，じゅばん，だて巻き，羽織，はかま，半えり，靴下，手袋，履物，仮装用衣類

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.11 願書
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.16 拒絶査定

通常:
2006-074267
標準

Ｕｌｔｒａ Ｓｔｒｅｔｃｈ＼ウルトラ スト
通常 2006-074434
レッチ

本巾帯＼ほんはばおび

スーパーワンセグＴＶＷａｔｃｈ

遠州地紋

通常 2006-075486

通常:
2006-075569
標準

通常:
2006-075801
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
2006.08.09 願書
2006.08.09 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

25
44

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2006.08.12 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.16 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

【18】絞り染品を用いたかばん類及び袋物，絞り染品を用いた携帯用化粧道具入れ，絞り
染品を用いた傘，絞り加工及び絞り染加工を施した皮革
【20】絞り染品を用いたクッション，絞り染品を用いた座布団，絞り染品を用いたまくら，絞り
染品を用いたマットレス，絞り染品を用いたうちわ及びせんす，絞り染品を用いた屋内用ブ
ラインド，絞り染品を用いたすだれ，絞り染品を用いたつい立て及びびょうぶ
【24】絞り染織物，絞り染メリヤス生地，絞り染品を用いた布製身の回り品，絞り染品を用い
た敷布，絞り染品を用いた布団，絞り染品を用いた布団カバー，絞り染品を用いた布団
側，絞り染品を用いたまくらカバー，絞り染品を用いた織物製テーブルナプキン，絞り染品
を用いたふきん，絞り染品を用いたのぼり及び旗（紙製のものを除く。），絞り染品を用いた
織物製いすカバー，絞り染品を用いた織物製壁掛け，絞り染品を用いたカーテン，絞り染
品を用いたテーブル掛け，絞り染品を用いたどん帳，絞り染品を用いたのれん
【25】絞り染品を用いた被服，絞り染品を用いた履物
【40】絞り染品を用いた布地・被服の加工処理（乾燥処理を含む。），絞り染処理，絞り染品
の裁縫，絞り染品のししゅう
【25】保温用サポーター

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.14 願書
2007.02.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.19 手続補正書
2007.03.19 意見書
2007.04.24 拒絶査定
2007.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.06.18 登録料納付
［登録］
2008.05.27 登録査定書
2008.06.18 設定納付書
2008.07.15 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.08.18 願書
2006.08.18 認定･付加情報
2007.02.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 手続補正書
2007.03.02 意見書
2007.04.11 認定･付加情報
2007.04.11 認定･付加情報
2007.04.26 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，
えりまき，靴下，ゲートル，毛皮ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，布
製幼児おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，耳覆い，ず
きん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バン
ド，ベルト，靴類，靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類

25,28

【25】被服
【28】おもちゃ，人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.08 願書
2006.08.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.01 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.20 拒絶査定
2007.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.08.10 願書
2006.08.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.01 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.19 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))
2007.04.20 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
2006.08.09 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.20 拒絶査定
2007.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

18,20,24,25,40

45

匠∞有松鳴海絞

通常 2006-075895

25

46

47

48

49

天然コットン＼『自然のやさしさ』 通常 2006-076917

Ａ ＧＲＡＤＥ

ＭＡＮＴＴ１００

らくちん

通常 2006-077279

通常 2006-078155

通常 2006-078238

※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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50

51

52

53

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

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
2006.08.23 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 2006.08.23 認定･付加情報
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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，
第4条1項11号)
ビリヤードクロス，布製ラベル
2007.04.17 拒絶査定

25

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，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
2006.08.11 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 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
2006.08.24 願書
2006.08.24 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.13 拒絶査定
【25】セーター類，寝巻き類，下着
【中間記録情報】
［審査］
2006.08.11 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

ナノバブル＼ＮＡＮＯ ＢＵＢＢＬ
通常 2006-078329
Ｅ

ナノバブル＼ＮＡＮＯ ＢＵＢＢＬ
通常 2006-078330
Ｅ

ロングトレイル＼ＬＯＮＧ ＴＲＡＩ
通常 2006-078624
Ｌ

Ｕ．Ｓ．ＦＥＭＡＩＬ

55

56

ＫＥＥＰ ＵＰ ＨＥＡＴ＼キープ
アップヒート

通常:
2006-078924
標準

通常 2006-079077

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.23 願書
2006.08.23 認定･付加情報
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.17 拒絶査定

25

【25】セーター類，寝巻き類，下着

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.11 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定

25

【25】セーター類，寝巻き類，下着

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.11 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定
2008.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ＲＥＬＡＸ ＳＨＯＲＴＳ＼リラック
通常 2006-079078
スショーツ

ＲＥＬＡＸ ＢＲＡ＼リラックスブラ 通常 2006-079079

※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】糸

25
54

指定商品・役務

23
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57

58

59

60

61

商標（見本）

商標

キュットライン

ＫＮＯＴＴＥＤ ＢＯＷ

ホルミック＼ＨＯＬＭＩＣ

リラカジ

あかり発電

種別 出願番号

区分

ＶＩＮＹ―ＴＩＥＳ

14

【14】貴金属，貴金属製食器類，貴金属製の宝石箱，貴金属製喫煙用具，身飾品，時計， 【中間記録情報】
記念カップ，記念たて，キーホルダー，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，貴金属製 ［審査］
2006.08.11 願書
のくるみ割り器，貴金属製のこしょう入れ，貴金属製の砂糖入れ，貴金属製の塩振出し容
2006.09.01 認定･付加情報
器，貴金属製の卵立て，貴金属製のナプキンホルダー，貴金属製のナプキンリング
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 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］
2006.08.25 願書
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.26 手続補正書
2007.02.26 手続補足書
2007.02.26 意見書
2007.03.27 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定
2007.05.07 手続補正書
2007.07.12 手続補正書(方式)
2007.07.12 手続補正書(方式)
2007.07.12 手続補足書
2008.01.10 代理人辞任届
2008.03.06 登録料納付
［登録］
2008.02.05 登録査定書
2008.03.06 設定納付書
2008.03.25 登録証

25

【25】被服

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］
2006.08.15 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 2006.09.04 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
2007.04.20 拒絶査定
【22】結束用ひも，編みひも，真田ひも，のり付けひも，よりひも，網類
【中間記録情報】
［審査］
2006.08.29 願書
2006.08.29 手続補足書
2007.02.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.15 意見書
2007.04.27 拒絶査定

通常 2006-079080

通常:
2006-079082
標準

通常 2006-079389

通常 2006-079457

通常:
2006-079572
標準

通常:
2006-080207
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】セーター類，寝巻き類，下着

22

62

指定商品・役務

25
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【中間記録情報】
［審査］
2006.08.11 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定
2008.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.11.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.25 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定
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No.

63

64

65

66

67

68

商標（見本）

商標

えり＼衿クリーン

えりピュア

ｐＨ７＼ペーハーセブン

体内バランス

Ｒｅａｌ Ａｍｅｒｉｃａｎ＼Ｏｕｔｆｉｔｓ

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
2006.08.30 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.25 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
2006.08.30 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.25 拒絶査定

25

【25】洋服，コート，セーター類，下着，ネクタイ，帽子，その他の被服，バンド，ベルト，短
靴，草履類，その他の履物，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
2006.09.05 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)
2007.03.09 意見書
2007.04.03 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
2006.08.24 願書
2006.09.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.20 拒絶査定

14

【14】宝石を使用してなる指輪及びネックレス・ブレスレット・イヤリングその他の身飾品

通常 2006-080819

通常 2006-080820

通常 2006-082219

通常 2006-082477

通常 2006-082694

Ｒｅｍａｋｅ＼Ｊｅｗｅｌｒｙ＼リメイク
通常 2006-083208
ジュエリー

※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.

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.22 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.11 願書
2006.09.29 手続補正指令書(出願)
2006.10.25 手続補正書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定
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３条拒絶（繊維）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
25

69

レインタイト＼ＲＡＩＮＴＩＧＨＴ

指定商品・役務
【25】合羽

通常 2006-086805

※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］
2006.09.19 願書
2006.09.19 認定･付加情報
2007.03.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.07 手続補正書
2007.03.07 認定･付加情報
2007.03.07 認定･付加情報
2007.03.07 意見書
2007.04.06 拒絶査定

