３条拒絶速報レポート
※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。

本レポートに関するお問い合わせ先

インフォソナー株式会社 営業部
TEL:06-6944-7607 FAX:06-6844-7608
E-mail:tm-info@info-sonar.co.jp
Copyright©2006 info-sonar corp. All Rights Reserved

2006/7/28
2／41

３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

4

5

商標

南極の海

図形商標

立体商標

ベルフラボン

シャリサンド

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】食塩

29

【29】プロテインを主成分とする粉状・顆粒・粒状・液体状・錠剤状・カプセル状・スティック
【中間記録情報】
状・ビスケット状又はゼリー状の加工食品，食用油脂，乳製品，肉製品，加工水産物，加工 [審査]
2004.06.25 願書
野菜又は加工果実，食用たんぱく
2005.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.01 期間延長請求書
2005.07.01 意見書
2005.08.01 手続補正書
2005.08.29 認定･付加情報
2005.09.27 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2005.12.26 期間延長請求書
2006.03.31 拒絶査定

30

【30】香辛料

【中間記録情報】
[審査]
2004.08.27 願書
2005.03.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.11 意見書
2005.04.11 手続補足書
2005.05.13 認定･付加情報
2005.12.27 意見書
2005.12.27 手続補足書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.03.15 拒絶査定

29,30

【29】加工野菜及び加工果実
【30】茶，穀物の加工品，酒かす

【中間記録情報】
[審査]
2004.09.16 願書
2004.10.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.10.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.10.22 手続補正指令書(出願)
2004.10.28 手続補正書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】洋風おにぎり，その他のおにぎり，菓子及びパン，穀物の加工品，アーモンドペース 【中間記録情報】
ト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ， [審査]
2004.11.04 願書
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食
2004.11.08 認定･付加情報
用粉類，食用グルテン
2004.12.17 手続補正書
2005.01.21 認定･付加情報
2005.10.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

通常:
2004-024607
標準

通常 2004-058985

通常:
2004-079195
立体

通常:
2004-090516
標準

通常 2004-101020

※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

30
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【中間記録情報】
[審査]
2004.03.04 願書
2004.05.07 認定･付加情報
2004.05.14 認定情報通知書
2004.12.17 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))
2006.03.10 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
33

6

ＶＩＮＯＳ ＣＡＳＡＢＬＡＮＣＡ

通常 2004-103720

30,32
7

8

9

10

ぬちぐすい

ＵＬＴＲＡＧＲＡＩＮ

通常:
2004-104758
標準

指定商品・役務

【中間記録情報】
[審査]
2004.11.12 願書
2004.12.17 手続補正指令書(出願)
2005.01.12 手続補正書(方式)
2005.02.09 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.17 拒絶査定
【30】コーヒー及びココア，茶，調味料，香辛料，食品香料，食用粉類，穀物の加工品，菓子 【中間記録情報】
及びパン，こうじ，酵母
[審査]
2004.11.16 願書
【32】清涼飲料
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.03 拒絶査定

29,30

【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
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，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

32

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース，酵素入り清涼飲料，酵素入り果実飲料，酵素入り乳清飲料

30

【30】そばつゆ，即席そばのめん，即席中華そばのめん，そばのめん，中華そばのめん，そ 【中間記録情報】
[審査]
ば粉
2004.12.09 願書
2005.05.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.21 意見書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定

通常:
2004-106478
標準

§植物性複合酵素飲料＼健康
酵素 生∞１’∞Ｈｅａｌｔｈ Ｅｎｚｙ 通常 2004-116123
ｍｅ

運 気 そ ば

通常:
2004-117322
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

【33】ぶどう酒
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【中間記録情報】
[審査]
2004.11.19 願書
2004.11.24 認定･付加情報
2005.05.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.08.18 期間延長請求書
2005.08.23 認定･付加情報
2005.09.20 手続補正書
2005.09.20 意見書
2005.09.22 手続補足書
2005.09.28 認定･付加情報
2005.09.28 認定･付加情報
2005.09.30 認定情報通知書
2005.09.30 認定情報通知書
2005.09.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶査定
2006.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
[審査]
2004.12.20 願書
2004.12.22 認定･付加情報
2005.09.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.10.24 手続補正書
2005.10.24 意見書
2005.10.25 認定･付加情報
2005.10.25 認定･付加情報
2006.03.07 拒絶査定

2006/7/28
4／41

３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

11

12

商標（見本）

商標

年 切 り

三稜＼みかど

種別 出願番号

区分

【30】茶，菓子及びパン，そばつゆ，うどんのめん，そばのめん，その他の穀物の加工品，
米，そば粉，その他の食用粉類，穀物を主原料とする粉末状、顆粒状、ブロック状の加工
食品

30

【30】菓子及びパン，そばつゆ，うどんのめん，そばのめん，その他の穀物の加工品

通常:
2004-117324
標準

通常 2004-117325

30

13

14

15

16

17

運 そ ば

パレクリュ

パレショコラ

耳柿

中華銘撰

指定商品・役務

30

通常:
2004-117327
標準

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.09 願書
2005.05.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.06.21 手続補正書
2005.06.21 意見書
2005.07.29 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定
【30】そばつゆ，即席そばのめん，即席中華そばのめん，そばのめん，中華そばのめん，そ 【中間記録情報】
[審査]
ば粉
2004.12.09 願書
2005.05.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.06.21 意見書
2005.07.29 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.21 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

31

【31】柿，柿の木，柿の苗木

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.21 願書
2005.07.08 刊行物等提出書
2005.07.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.08.10 認定･付加情報
2005.08.19 刊行物等提出による通知書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.10 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.01.07 願書
2005.01.07 認定･付加情報
2005.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.07 拒絶査定

30

【30】即席中華そばのめん

通常:
2004-119726
標準

通常:
2004-119727
標準

通常:
2005-000672
標準

通常:
2005-005012
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2004.12.09 願書
2005.05.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.06.21 意見書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定
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【中間記録情報】
[審査]
2005.01.25 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

18

19

20

21

22

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】ブルーマウンテン地域産のコーヒー，ブルーマウンテン地域産のコーヒー豆

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.31 願書
2005.05.10 刊行物等提出書
2005.06.07 認定･付加情報
2005.06.08 刊行物等提出による通知書
2005.06.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.07.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.06 期間延長請求書
2005.11.07 意見書
2005.11.07 手続補足書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.02.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.30 拒絶査定

30

【30】ブルーマウンテン地域産のコーヒー，ブルーマウンテン地域産のコーヒー豆

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.31 願書
2005.05.12 刊行物等提出書
2005.06.09 認定･付加情報
2005.06.10 刊行物等提出による通知書
2005.06.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.07.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.06 期間延長請求書
2005.11.07 意見書
2005.11.07 手続補足書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.02.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.30 拒絶査定

30

【30】おにぎり

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.03 願書
2005.03.08 手続補正指令書(出願)
2005.04.01 手続補正書(方式)
2005.05.02 認定･付加情報
2005.05.30 刊行物等提出書
2005.06.27 認定･付加情報
2005.06.28 刊行物等提出による通知書
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア，菓子，チョコレート，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，
コーヒー豆

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.09 願書
2005.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.14 拒絶査定

29,30

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
[審査]
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.02.09 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2005.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 項16号)
2006.03.07 拒絶査定
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ

ＢＬＵＥ ＭＯＵＮＴＡＩＮ ＣＯＦＦＥ 通常:
2005-007400
Ｅ
標準

ブルーマウンテンコーヒー

さの拉麺おにぎり

立体商標

あげもん

通常:
2005-007401
標準

通常:
2005-008527
標準

通常:
2005-010496
立体

通常:
2005-010535
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

30

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

2006/7/28
6／41

３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,29,30,32

23

ＮＡＴＵＲＡＬＬＹ ＳＯＵＲＣＥＤ
ＣＨＯＬＥＳＴＥＲＯＬ ＲＥＤＵＣＥ 通常 2005-012111
Ｒ

29

24

§手にぎり▲天▼

通常 2005-012318

29,30,31

25

一貫生産

通常:
2005-012512
標準

29,30,31

26

一貫管理

通常:
2005-012513
標準

29

27

善玉菌のエサＬ１６Ｙ２４

指定商品・役務
【05】食餌療法用飲料，食餌療法用食品，植物ステロールを含有する錠剤状・粉状・液状の
栄養補給剤，その他の薬剤，乳糖
【29】植物ステロールを主原料にした錠剤状・粉状・液状の加工食料品，加工野菜及び加
工果実，加工卵，卵，乳製品，食用たんぱく，食用油脂，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加
工水産物，豆乳，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】穀類を主原料にした錠剤状・粉状・液状の加工食料品，米を使用してなる菓子，その
他の菓子及びパン，食品香料（精油のものを除く。），調味料，香辛料，穀物の加工品，サ
ンドイッチ，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウ
ダー，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，食用粉類，食用グルテン
【32】植物ステロールを含有する清涼飲料，米を原料とする清涼飲料，その他の清涼飲料，
果実飲料，飲料用野菜ジュース，飲料製造用調整品，乳清飲料
【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，加工野菜及び加
工果実，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，即席カレー，即席シチュー，即席スー
プ，即席みそ汁，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

通常:
2005-013367
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.02.15 願書
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.24 期間延長請求書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.31 願書
2005.07.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.21 意見書
2005.11.01 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定
2006.04.11 再送

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
[審査]
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.02.16 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 拒絶査定
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
[審査]
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.02.16 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 拒絶査定
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
【29】乳酸菌飲料，乳酸菌の代謝物及び酵母菌の代謝物を原料とする液状、粉末状または 【中間記録情報】
[審査]
固体状の加工食品
2005.02.18 願書
2005.09.30 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))
2005.11.02 手続補正書
2005.11.02 意見書
2006.03.17 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

28

29

30

31

32

商標（見本）

商標

びたみんドッグウォーター

§韓流 ハンリュウ

べにむらさき＼紅紫

まるごと かき麺めん

アルカリイオン米

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【31】愛玩犬用栄養補助飲用水，ビタミンＡ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、（チアミン）ビタミンＢ１、 【中間記録情報】
（リボフラビン）ビタミンＢ２、（ナイアシン）ビタミンＢ３、（パントテン酸）ビタミンＢ５、（ピリドキ [審査]
シン）ビタミンＢ６、ビタミンＢ１２、コリン、葉酸、コエンザイムＱ１０を含む液体ビタミンサプリ 2005.02.04 願書
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
メントウォーター。
条1項11号を除く))
2005.10.04 再送
2005.10.24 手続補正書
2005.10.24 意見書
2006.01.06 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.06 認定･付加情報
2006.01.06 認定･付加情報
2006.01.13 認定情報通知書
2006.01.24 再送
2006.01.31 再送
2006.02.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.03 拒絶査定
2006.03.14 再送
2006.03.24 再送

29

【29】キムチ韓国惣菜

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.05 願書
2005.03.07 認定･付加情報
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.11.08 再送
2006.03.03 拒絶査定

30

【30】食酢，酢の素，サラダ用ドレッシング，調味料

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.07 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】具つき即席ラーメン，具つき即席半生ラーメン，即席中華そばのめん，中華そばのめ 【中間記録情報】
ん，即席うどんのめん，うどんのめん，即席そばのめん，そばのめん，持ち帰り用の調理済 [審査]
みのラーメン，持ち帰り用の調理済みのうどん，持ち帰り用の調理済みのそば，ラーメン
2005.02.23 願書
スープ，即席ラーメンスープ，うどんのつゆ，即席うどんのつゆ，そばつゆ，即席そばのつ
2005.02.24 認定･付加情報
ゆ
2005.08.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.21 意見書
2005.09.21 認定･付加情報
2005.09.21 手続補足書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.02.20 伺い書
2006.02.24 伺い回答書
2006.03.17 拒絶査定
2006.04.19 代理人受任届
2006.04.19 手続補足書

30

【30】米，乾燥米，強化米，加工米，無洗米，米を使用してなる穀物の加工品，米を使用し 【中間記録情報】
てなる菓子及びパン，米粉，おむすび，米を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・ [審査]
2005.02.23 願書
液体状・ゼリー状の加工食品
2005.02.24 認定･付加情報
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.01 拒絶査定

通常 2005-013821

通常 2005-013824

通常 2005-014355

通常:
2005-015141
標準

通常:
2005-015197
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

31
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No.

33

34

商標（見本）

商標

いつでもどこでも

とろーりあずき

種別 出願番号

区分

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ [審査]
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.03.02 願書
2005.05.26 刊行物等提出書
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
2005.06.24 認定･付加情報
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2005.07.01 刊行物等提出による通知書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2005.07.08 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
用グルテン
2005.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.24 拒絶査定
2006.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ [審査]
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.03.02 願書
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
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
号)
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.03.24 拒絶査定
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ [審査]
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.03.02 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.03.24 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
【29】りんごジャム
【中間記録情報】
【30】りんごを原料に用いた花茶，りんごを原料に用いた菓子及びパン，りんごを原料に用 [審査]
いた調味料
2005.03.03 願書
【32】りんごを原料に用いた果実飲料，りんごを原料に用いた乳清飲料
2005.03.03 認定･付加情報
2005.05.25 刊行物等提出書
【33】りんごを原料に用いた果実酒
2005.06.24 刊行物等提出による通知書
2005.08.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.03 意見書
2005.10.04 手続補足書
2005.10.04 認定･付加情報
2005.11.02 認定･付加情報
2006.03.29 拒絶査定

通常:
2005-015873
標準

通常:
2005-017838
標準

とろぉーりあずき

通常:
2005-017839
標準

とろっとあずき

通常:
2005-017840
標準

30
36

29,30,32,33

37

赤?いりんご

通常:
2005-018237
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

【29】乳製品，食用油脂

30
35

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
[審査]
2005.02.24 願書
2005.02.25 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,31,43

38

総 の 国

40

41

42

43

ＨＹＰＥＲ ＳＬＩＭ

ＨＹＰＥＲ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ

あかがゆ

エコクロップ

薩摩流

29

【29】α－リポ酸を主原料として含有する顆粒状・粒状・粉末状・液状・ゼリー状・カプセル
状・錠剤状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.04 願書
2005.03.04 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 拒絶査定

30

【30】おかゆ

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.07 願書
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 拒絶査定

01,03,05,30,31

【01】植物成長調整剤類
【中間記録情報】
【03】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 [審査]
料，精油からなる食品香料，薫料
2005.03.07 願書
【05】薬剤
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【30】茶，香辛料，穀物の加工品，米，脱穀済みえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
項16号)
2006.03.10 拒絶査定
【31】野菜，茶の葉，果実

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

通常:
2005-018524
標準

通常 2005-018903

通常 2005-018904

通常 2005-019223

通常:
2005-019235
標準

通常:
2005-020318
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.02.21 願書
2005.03.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.03.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.20 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2006.02.02 手続補正書
2006.02.02 意見書
2006.03.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 拒絶査定

29
39

指定商品・役務
【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，納
豆，食用たんぱく
【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
【31】あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，うるしの実，コプラ，麦
芽，ホップ，未加工のコルク，やしの葉，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，獣
類，魚類（食用のものを除く。），鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，種繭，
種卵，飼料，釣り用餌，果実，野菜，糖料作物，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗
木，花，牧草，盆栽，生花の花輪，飼料用たんぱく
【29】α－リポ酸を主原料として含有する顆粒状・粒状・粉末状・液状・ゼリー状・カプセル
状・錠剤状の加工食品
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【中間記録情報】
[審査]
2005.03.04 願書
2005.03.04 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.09 願書
2005.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶査定
2006.06.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

44

45

商標（見本）

商標

§霧島町＼蒸留所

奥出雲

種別 出願番号

区分

47

48

49

ダブルピカンテ

祝鯛

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.10 願書
2005.03.10 認定･付加情報
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

29,30,31

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実（「調理用野菜ジュース」を除く。），油
揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのも
と，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コー
ヒー豆，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，即席菓
子のもと，酒かす，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
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラ
ワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生き
ているものに限る。），蚕種，種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.10 願書
2005.04.08 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.03 拒絶査定

29

【29】魚類の干物

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.03 願書
2005.10.07 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))
2005.11.16 手続補正書
2006.01.02 手続補正書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定

31

【31】苗木，果実

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.17 願書
2005.03.17 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，ビール，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.18 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.10 拒絶査定

通常 2005-020669

通常 2005-020729

通常:
2005-023013
標準

通常 2005-023251

ハニーサックル＼ＨＯＮＥＹＳＵＣ
通常 2005-023380
ＫＬＥ

還元の力

通常 2005-024275

※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

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

29
46

指定商品・役務

33
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【中間記録情報】
[審査]
2005.03.16 願書
2005.10.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.07 拒絶査定
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No.

50

51

52

53

54

55

56

商標（見本）

商標

水素力

ボディーヒーリング 水素水

水素のチカラ

柿子茶

Ａｎｔｉａｇｉｎｇ Ｗａｔｅｒ

アンチエイジングウォーター

さしみこんぶ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】清涼飲料，果実飲料，ビール，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.18 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，ビール，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.18 願書
2005.12.09 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))
2006.03.10 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，ビール，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.18 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），柿の葉茶，その他の茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調 [審査]
味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アー 2005.03.22 願書
モンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバー 2005.03.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.01 職権訂正通知書(職権訂正)
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大
項16号)
麦，食用粉類，食用グルテン
2006.03.03 拒絶査定

32

【32】飲料水

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.10 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.03 拒絶査定

32

【32】飲料水

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.10 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.03 拒絶査定

29

【29】こんぶを主成分とするゼリー状の加工水産物，その他の加工水産物，こんにゃく

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.24 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

通常 2005-024276

通常 2005-024277

通常 2005-024278

通常 2005-024633

通常 2005-025268

通常 2005-025269

通常:
2005-025383
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

32
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No.

57

58

59

60

61

62

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

根汁

オリーブ果実水の、ちから

十薬＼じゅうやくあおじる＼青
汁

世界の珈琲めぐり

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.24 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.03 拒絶査定

31

【31】梨，梨を主材料としたジャム，梨を主材料としたマーマレード，梨の缶詰，梨の瓶詰
め，乾燥梨，梨の漬け物，梨の木

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.25 願書
2005.03.30 認定･付加情報
2005.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.07 意見書
2005.11.08 手続補足書
2005.11.08 認定･付加情報
2005.12.07 認定･付加情報
2006.03.29 拒絶査定

29

【29】西洋タンポポ根・ウコン・甘草・チコリ根・板藍根・田七人参・生姜・デビルスクロー・ア 【中間記録情報】
シュワガンダ・朝鮮人参などを主成分とし、これらを配合してなる口腔内崩壊錠剤状・カプセ [審査]
2005.03.25 願書
ル状・錠剤状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・ゲル状の加工食品
2005.03.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.01 認定･付加情報
2005.04.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

03,29,30,32

【03】オリーブ由来成分を配合したせっけん類，オリーブ由来成分を配合した化粧品，オ
【中間記録情報】
リーブ由来成分を配合した香料類
[審査]
【29】オリーブ由来成分を配合してなる顆粒状・錠剤状・粉末状・ゲル状・カプセル状の加工 2005.03.29 願書
食品
2005.03.30 認定･付加情報
【30】菓子及びパン
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.14 出願人名義変更届
【32】清涼飲料，果実飲料
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.28 拒絶査定
2006.06.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】ドクダミ・甘藷若葉・大麦若葉・緑茶・桑の葉・ヨモギ・ゴーヤー・キダチアロエ・コンニャ 【中間記録情報】
クイモ・きな粉を主原料とする調理用青汁のもと，ドクダミ・甘藷若葉・大麦若葉・緑茶・桑の [審査]
2005.03.30 願書
葉・ヨモギ・ゴーヤー・キダチアロエ・コンニャクイモ・きな粉を主原料とする調理用青汁
2005.03.30 認定･付加情報
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 拒絶査定

30

【30】コーヒー，コーヒー豆

通常:
2005-025992
標準

通常:
2005-026262
標準

通常 2005-027498

通常 2005-027772

通常:
2005-028164
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

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく

ＦＩＲＳＴ ＣＬＡＳＳ＼ファーストク
通常 2005-025405
ラス

稲城の梨

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
[審査]
2005.03.31 願書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 拒絶査定
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No.

63

64

65

66

67

68

商標（見本）

商標

紀州備長炭＼炭焼珈琲

酎割アイス

新感覚

バーベ牛

カルカデ

かずらそば

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】コ－ヒ－及びコ－ヒ－豆，コ－ヒ－飲料

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.31 願書
2005.03.31 手続補足書
2005.05.10 認定･付加情報
2005.05.10 認定･付加情報
2005.05.30 刊行物等提出書
2005.06.27 認定･付加情報
2005.07.01 刊行物等提出による通知書
2005.07.07 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

30

【30】氷

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.31 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.05.30 手続補正書(方式)
2005.05.31 刊行物等提出書
2005.06.27 認定･付加情報
2005.07.15 刊行物等提出による通知書
2005.07.22 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ [審査]
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.04.01 願書
2005.05.27 手続補正指令書(出願)
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
2005.06.13 手続補正書(方式)
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2005.07.12 認定･付加情報
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
用グルテン
2006.03.03 拒絶査定

29

【29】食肉，肉製品，食用魚介類（生きているものを除く。），加工水産物，豆，加工野菜及 【中間記録情報】
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 [審査]
2005.04.04 願書
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
2005.04.04 認定･付加情報
腐，納豆，食用たんぱく
2005.12.02 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))
2006.03.07 拒絶査定

30

【30】ハーブ茶

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.04 願書
2005.04.04 手続補足書
2005.04.11 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

30

【30】そばのめん

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.23 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

通常 2005-028183

通常:
2005-028431
標準

通常:
2005-028811
標準

通常:
2005-029411
標準

通常:
2005-029495
標準

通常 2005-029546

※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

30
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No.

69

70

71

72

73

74

商標（見本）

商標

祖谷かずらそば

夏甘トマト

伊豆の国からの贈り物

ばんしる?ちゃ

多伎いちじく

レアクリーム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】そばのめん

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.23 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

31

【31】トマト

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.05 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】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 【中間記録情報】
[審査]
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
2005.04.05 願書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.17 拒絶査定

30,32

【30】茶
【32】清涼飲料水，果実飲料

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.23 願書
2005.04.22 手続補正指令書(出願)
2005.06.10 手続補正書(方式)
2005.07.20 認定･付加情報
2005.07.20 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

29,31

【29】加工野菜及び加工果実
【31】果実

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.06 願書
2005.04.15 手続補正指令書(出願)
2005.05.02 手続補正書
2005.06.09 認定･付加情報
2005.06.09 認定･付加情報
2005.08.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.07 願書
2005.04.07 認定･付加情報
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.22 拒絶査定

通常 2005-029547

通常 2005-029654

通常:
2005-029848
標準

通常 2005-030053

通常:
2005-030259
標準

通常:
2005-030697
標準

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

中間記録
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No.

75

76

77

78

79

80

商標（見本）

商標

オリゴ蜜＼おりごみつ

松谷棚田

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】はちみつ

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.07 願書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

33

【33】日本酒，しょうちゅう

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.07 願書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

31

【31】きゅうり

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.11 願書
2005.04.12 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 拒絶査定

30,32

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.30 願書
2005.04.25 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

31

【30】米、発芽玄米、米粉、発芽玄米粉、お粥、米の加工品、発芽玄米の加工品、コーヒー
及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食用グルテン、食品香料（精油ものを除く）、
脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用紛類、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、
しゅうまい、寿司、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドック、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、家庭用食肉軟化材、酒かす、ホイップクリーム用安定剤
【32】ビール、清涼飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料、ビール製造用のホップエキス
【31】飼料，飼料用たんぱく

29

【29】加工水産物

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.29 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.06.06 上申書
2005.09.27 手続補正書
2005.11.09 認定･付加情報
2005.11.09 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

通常 2005-030944

通常:
2005-030971
標準

特産∞▲金▼▲澤▼太胡瓜∞
通常 2005-031893
元祖

機能玄米

沖縄のやぎミルク

絹かまぼこ

通常:
2005-032020
標準

通常 2005-032028

通常 2005-032068

※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

30
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[審査]
2005.03.30 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.05.18 手続補正書
2005.06.21 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定
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No.

81

82

83

84

85

商標（見本）

商標

おこわパン

オムドリ

純植物性＼豆乳ヨーグルト

牛トロかすうどん

ＬＣ ＰＬＵＳ α－ＬＩＰＯ＼（Ｌ
カルニチン プラス アルファリ
ポ酸）

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】菓子及びパン，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 【中間記録情報】
[審査]
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
2005.03.28 願書
2005.05.31 刊行物等提出書
2005.06.03 手続補正指令書(出願)
2005.06.08 手続補正書
2005.07.08 刊行物等提出による通知書
2005.08.12 手続補正指令書(中間書類)
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.18 通知書(却下処分前通知)
2006.01.14 手続補正書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.01.27 認定･付加情報
2006.01.27 認定･付加情報
2006.03.10 通知書(再提出通知)
2006.03.23 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定

29

【29】加工卵

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.29 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

30

【30】ヨーグルト

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.29 願書
2005.04.20 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

30

【30】具ス－プ付きうどん

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.29 願書
2005.05.31 刊行物等提出書
2005.07.06 認定･付加情報
2005.07.15 刊行物等提出による通知書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

29,32

【29】加工水産物，かまぼこ，加工魚介類，水産物の缶詰および瓶詰，くんせい魚介類，は 【中間記録情報】
んぺん，加工野菜および加工果実，乾燥果実，乾燥野菜
[審査]
2005.04.14 願書
【32】野菜・果実を主成分とする加工飲料
2005.04.14 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

通常 2005-032084

通常 2005-032087

通常 2005-032546

通常 2005-032551

通常 2005-033515

※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

30
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No.

86

87

88

89

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

さぬきわさんぼん

さぬき和三盆

29,30

【29】鶏肉，鶏肉を主材とする肉製品，鶏卵，加工卵
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，
香辛料，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.14 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

30

【30】砂糖

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.31 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.05.30 手続補正書(方式)
2005.07.07 認定･付加情報
2005.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.08.12 刊行物等提出書
2005.09.09 認定･付加情報
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.03 拒絶査定

30

【30】砂糖

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.31 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.05.30 手続補正書(方式)
2005.06.13 刊行物等提出書
2005.07.05 認定･付加情報
2005.07.12 認定･付加情報
2005.07.22 刊行物等提出による通知書
2005.08.01 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.08.12 刊行物等提出書
2005.09.09 認定･付加情報
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.03 拒絶査定

通常 2005-033541

通常 2005-033626

通常 2005-033627

※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

【29】加工水産物，かまぼこ，加工魚介類，水産物の缶詰および瓶詰，くんせい魚介類，は 【中間記録情報】
んぺん，加工野菜および加工果実，乾燥果実，乾燥野菜
[審査]
2005.04.14 願書
【32】野菜・果実を主成分とする加工飲料
2005.04.14 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

ＬＣ ＰＬＵＳ Ｑ１０＼（Ｌ カルニ
チン プラス コエンザイムＱ１ 通常 2005-033516
０）

備中森林どり

指定商品・役務

29,32
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

90

91

92

93

94

商標（見本）

商標

さぬき三白和三盆

讃岐三白和三盆

スプレー＼ホイップ

サンシンの木

すべては美味しいのために

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】砂糖

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.31 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.05.30 手続補正書(方式)
2005.07.05 認定･付加情報
2005.08.12 刊行物等提出書
2005.09.09 認定･付加情報
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.03 拒絶査定

30

【30】砂糖

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.31 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.05.30 手続補正書(方式)
2005.07.07 認定･付加情報
2005.08.12 刊行物等提出書
2005.09.09 認定･付加情報
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.03 拒絶査定

29

【29】乳製品，食用油脂

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.14 願書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.10 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.03 拒絶査定
2006.03.07 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

31

【31】種子類，木，観葉植物，苗木，盆栽

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.14 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

30

【30】お好み焼き，たこ焼き，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，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，アイスクリーム用凝固剤，家
庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コー
ヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットの
もと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大
麦，食用粉類，食用グルテン

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

通常 2005-033628

通常 2005-033629

通常 2005-033666

通常 2005-033674

通常 2005-033700

※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

30
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No.

95

96

97

98

99

100

101

商標（見本）

商標

コンフィチュール

ハーフビター

クリームホワイト

ビーフブラウン

風越山

ミディートマト

エコパートナー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.06.17 刊行物等提出書
2005.07.14 認定･付加情報
2005.07.22 刊行物等提出による通知書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定
2006.06.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】カレー・シチュー又はスープのもと

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

29

【29】カレー・シチュー又はスープのもと

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

31

【31】トマト，トマトの苗

31

【31】海藻類，果実，野菜，種子類，苗，苗木，糖料作物，飼料，花，木，草，芝，ドライフラ
ワー，牧草，盆栽

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.04.18 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.10 拒絶査定
2006.04.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.04.18 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

通常:
2005-033708
標準

通常:
2005-033709
標準

通常:
2005-033710
標準

通常:
2005-033711
標準

通常:
2005-033767
標準

通常:
2005-033770
標準

通常:
2005-033771
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

30
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.
102

103

104

105

106

107

108

商標（見本）

商標
富士の玄武水

昔ラーメン

き ん＼黄金まん

天台うやく＼てんだいうやく

丸ごと焙煎小麦

日光東照宮

青汁オーレ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】鉱泉水

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.12.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.08 拒絶査定

30,43

【30】中華そばのめん，即席中華そばのめん，具・スープ付き中華そばのめん，具・スープ
付き即席中華そばのめん
【43】ラーメンの提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.04.18 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.31 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ [審査]
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.04.19 願書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.03.03 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.05.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
用グルテン

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.21 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン，穀物の加工品，即席菓子のもと，小麦粉・小麦ふすまを主原料とする
製パン材料，小麦粉・小麦ふすまを主原料とする製麺材料，小麦粉・小麦ふすまを主原料
とする製菓材料，食用粉類，小麦粉・小麦ふすまを主原料とする固体状・半固体状・液体状
の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.21 願書
2005.11.18 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))
2006.03.10 拒絶査定

30,33

【30】和菓子，洋菓子
【33】日本酒，洋酒，果実酒

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.21 願書
2005.04.22 手続補足書
2005.05.09 認定･付加情報
2005.05.25 認定･付加情報
2005.11.18 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))
2006.03.10 拒絶査定

32

【32】粉末状の飲料用青汁のもと

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.21 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.10 拒絶査定
2006.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-033913
標準

通常 2005-034120

通常 2005-034663

通常 2005-035677

通常:
2005-035849
標準

通常:
2005-035972
標準

通常:
2005-036108
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

32
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

109

大人限定

通常:
2005-036507
標準
30

110

111

112

113

114

マウンテンソルト

花粉症対策

ねりとうがらし

いろは＼キムチ∞鯖すし

スピードシェイプ

通常 2005-036595

指定商品・役務

32

【32】ミネラルウォーター，鉱泉水

30

【30】とうがらしを加味してなる調味料，とうがらしを加味してなる香辛料，とうがらしを加味し 【中間記録情報】
[審査]
てなる食品
2005.04.11 願書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】寿司

30

【30】黒酢を主原料とする液状・粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・ペースト状・粉末状の加 【中間記録情報】
工食品
[審査]
2005.04.12 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.06.03 手続補正書(方式)
2005.07.08 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.10 拒絶査定

通常 2005-036609

通常:
2005-037177
標準

通常 2005-037180

通常:
2005-037184
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

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ [審査]
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.04.22 願書
2005.04.25 認定･付加情報
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
2005.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.03.06 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン，穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工
【30】調味料，食塩，岩塩，セロリーソルト，食品保存用の塩，ごま塩，菓子及びパン，穀物 【中間記録情報】
[審査]
の加工品，べんとう
2005.04.11 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.03 拒絶査定
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【中間記録情報】
[審査]
2005.04.11 願書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.11 願書
2005.05.27 手続補正指令書(出願)
2005.06.20 手続補正書
2005.08.19 手続補正指令書(中間書類)
2005.08.29 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.10 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

115

§知覧茶

通常 2005-037195

29

116

117

118

119

ドコペン＼ｄｏｃｏｐｅｎ

だししお

奥羽牛

ＩＭＭＵＮＩＴＹ

通常 2005-037272

鮭の王様

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ [審査]
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.04.26 願書
2005.04.26 認定･付加情報
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
2005.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食 項16号)
2006.03.31 拒絶査定
用グルテン

29

【29】牛脂，牛肉，牛肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.26 願書
2005.04.26 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

29,32

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく，Ｌ－グルタミン・Ｌ－アルギニン・Ｌ－メチオニンを主原料とする粉
末状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース
【29】食用油脂，食用魚介類（生きているものを除く。），加工水産物，水産物の抽出物を主
原料とする粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，食用魚
粉，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，食用たんぱく

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.26 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.22 拒絶査定

通常:
2005-037312
標準

通常:
2005-037427
標準

通常:
2005-037628
標準

通常:
2005-037643
標準

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

中間記録

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.11 願書
2005.05.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.05.30 手続補正書(方式)
2005.06.15 刊行物等提出書
2005.07.14 認定･付加情報
2005.07.14 認定･付加情報
2005.07.22 刊行物等提出による通知書
2005.07.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.10 拒絶査定
【29】動物性食用油脂及び植物性食用油脂を主原料とした粉末状・顆粒状・タブレット状又 【中間記録情報】
[審査]
はカプセル状の加工食品，動物性食用加工油脂，植物性食用加工油脂
2005.04.26 願書
2005.04.26 手続補足書
2005.04.26 認定･付加情報
2005.04.26 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

30

29
120

指定商品・役務
【30】緑茶，煎茶，粉茶，ほうじ茶，玄米茶，茎茶，ティパック
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【中間記録情報】
[審査]
2005.04.26 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定
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No.

121

122

123

124

125

126

127

128

商標（見本）

商標

ロゼピーチ

中川農園

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.27 願書
2005.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.03.13 拒絶査定

29

【29】なすび

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.14 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】中華そばのめん，その他のめん類，調理済み中華そば，その他の調理済みめん類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.28 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

29

【29】かき（生きているものを除く。），加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろ 【中間記録情報】
[審査]
ろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。）
2005.04.28 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

29

【29】かき（生きているものを除く。），加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろ 【中間記録情報】
ろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。）
[審査]
2005.04.28 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】氷

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.28 願書
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.14 拒絶査定

30

【30】あられ

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.28 願書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.14 拒絶査定

29

【29】卵黄油を主成分としてコエンザイムＱ１０を加味してなるカプセル状・液状の加工食品 【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

通常:
2005-038132
標準

通常:
2005-038265
標準

みーしぇん＼ミーシェン＼ＭＩＸＩ
通常 2005-038378
ＡＮ＼米線

ミヤモトの蒸しかき

殻付きスチームむき身オイス
ター

ペール

揚げ塩いかあられ

ＥＱ卵黄油

通常:
2005-038688
標準

通常:
2005-038689
標準

通常:
2005-038741
標準

通常 2005-038832

通常 2005-038960

※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

33
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No.

129

130

131

132

133

134

商標（見本）

商標

和泉＼之国

やまのふぐ

焼梅湯

スカーレットパール

たな米

発芽たな米

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】ぽん酢，その他の調味料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.18 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.11.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干
しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆
布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆
腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けの
り，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.05.02 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
[審査]
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.05.02 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2005.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
め物，豆，食用たんぱく
2006.03.20 拒絶査定

31

【31】木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，種子類

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.05.02 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

30

【30】米，発芽米，乾燥飯，強化米，人造米，レトルトパウチされたご飯，米飯の缶詰，おこ
し，その他の和菓子

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.06 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.22 拒絶査定

30

【30】米，発芽米，乾燥飯，強化米，人造米，レトルトパウチされたご飯，米飯の缶詰，おこ
し，その他の和菓子

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.06 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.22 拒絶査定

通常 2005-039013

通常:
2005-039161
標準

通常:
2005-039221
標準

通常 2005-039240

通常:
2005-039584
標準

通常:
2005-039585
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

30
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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

03,05,10,21,29,30,3 【03】せっけん類，化粧品，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 【中間記録情報】
ジン，洗濯用柔軟剤，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 [審査]
2

135

アンズ

通常 2005-039668

30

136

ＡＭＹＬＯＥＳ

通常:
2005-039678
標準

30

137

シノワズリー＼Ｃｈｉｎｏｉｓｅｒｉｅ

通常 2005-039870

薬膳七茶

通常:
2005-039950
標準

30
138

30

139

焼きそば担々麺

通常:
2005-040055
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

2005.05.06 願書
でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，歯磨き，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.06.25 刊行物等提出書
毛
2005.07.28 認定･付加情報
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯， 2005.08.02 刊行物等提出による通知書
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， 2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児 号)
用粉乳，人工受精用精液
2006.03.07 拒絶査定
【10】業務用美容マッサージ器，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，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法
ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のもの
を除く。），家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【21】化粧用具，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家
禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事
用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属
製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボック
ス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう
入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを
除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製の
ものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式の
コーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タ
ルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，よう
じ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロ
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，みそ，ウースターソース，グレービーソース，ケ 【中間記録情報】
チャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネー [審査]
2005.05.06 願書
ズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末
2005.05.06 認定･付加情報
あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，香辛料，食品香料
（精油のものを除く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済の大麦，食用粉類，食用グルテン， 2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.03.10 拒絶査定
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，アイスクリーム凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップク
リーム用安定剤，酒かす，糖類を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ [審査]
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.05.06 願書
2005.08.03 刊行物等提出書
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
2005.09.01 認定･付加情報
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2005.09.09 刊行物等提出による通知書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2005.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
用グルテン
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.10 拒絶査定
【30】茶
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.09 願書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.28 拒絶査定
【30】穀物の加工品，うどんのめん，そばのめん，中華そばのめん，スパゲッティのめん，そ 【中間記録情報】
[審査]
うめんのめん，即席うどんのめん，即席そばのめん，即席中華そばのめん
2005.05.09 願書
2005.05.13 手続補足書
2005.06.13 認定･付加情報
2005.06.13 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定
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No.

140

141

142

143

144

145

146

商標（見本）

商標

焼きそばタイプ担々麺

汁なし担々麺

サンニン

バンシルー

こだわりさんま

さんまや

なまのり

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】穀物の加工品，うどんのめん，そばのめん，中華そばのめん，スパゲッティのめん，そ 【中間記録情報】
[審査]
うめんのめん，即席うどんのめん，即席そばのめん，即席中華そばのめん
2005.05.09 願書
2005.05.13 手続補足書
2005.06.13 認定･付加情報
2005.06.13 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品，うどんのめん，そばのめん，中華そばのめん，スパゲッティのめん，そ 【中間記録情報】
[審査]
うめんのめん，即席うどんのめん，即席そばのめん，即席中華そばのめん
2005.05.09 願書
2005.05.13 手続補足書
2005.06.13 認定･付加情報
2005.06.13 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

30

【30】サンニン（月桃）を使用した米の加工品

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.20 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

30

【30】バンシルー（グヮバ）を使用した米の加工品

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.20 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

29

【29】加工水産物

29

【29】加工水産物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.10 願書
2005.05.16 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.03 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.10 願書
2005.05.16 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

29

【29】スープのもと

通常:
2005-040056
標準

通常:
2005-040057
標準

通常 2005-040314

通常 2005-040315

通常:
2005-040436
標準

通常:
2005-040437
標準

通常:
2005-040451
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

30
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.10 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定
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No.

147

148

149

150

151

152

153

商標（見本）

商標

ピリカラ稲荷

槐耳顆粒

レンコンコ

ひとはな

あおうめ＼青梅

あじろ＼網代

浜干し

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】いなりずし

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.11 手続補正書
2005.05.11 願書
2005.05.16 認定･付加情報
2005.05.16 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

29

【29】槐栓菌を主原料とする顆粒状・粉末状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.25 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】茶，コーヒー及びココア，コーヒー豆，菓子及びパン，穀物の加工品，すし，サンドイッ 【中間記録情報】
チ，べんとう，ぎょうざ，しゅうまい，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッ [審査]
2005.04.22 願書
グ，ミートパイ，ラビオリ，氷，酒かす，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く。），
2005.05.19 認定･付加情報
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
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

33

【33】日本酒

30

【30】菓子及びパン

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.10 拒絶査定

29

【29】加工水産物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.12.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.08 拒絶査定

通常:
2005-040920
標準

通常 2005-041131

通常 2005-041157

通常:
2005-041185
標準

通常 2005-041267

通常 2005-041273

通常:
2005-041304
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

30
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【中間記録情報】
[審査]
2005.04.22 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.03 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.06.25 刊行物等提出書
2005.07.26 認定･付加情報
2005.07.29 刊行物等提出による通知書
2005.11.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

2006/7/28
28／41

３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

154

155

156

商標（見本）

商標

ルチンのお店

京極名水

とり＼鶏の新巻

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

30

【30】茶，そば茶

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.12.06 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))
2006.03.07 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.12.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.30 拒絶査定

29

【29】鶏肉，鶏肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2005.05.13 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

通常:
2005-041334
標準

通常:
2005-041484
標準

通常 2005-041728

29,30,32,39,41,42,4 【29】乳糖・寒天・セルロース・ビタミン・大豆油・ゼラチン・グリセリン脂肪酸エステル・酸化 【中間記録情報】
ケイ素・ナイアシンアミド・パントテン酸・葉酸・ビオチンを原材料としてなる液状・錠剤状・顆 [審査]
4

157

セルフメディケーションセンター 通常 2005-041735

※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。

粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，乳糖・でん粉・セルロース・ビタミン・パントテン
酸・ナイアシンアミド・脂肪酸・ショ糖脂肪酸エステル・酸化ケイ素・葉酸・ビオチンを原材料
としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，乳糖・セルロース・
ショ糖脂肪酸エステル・葉酸を原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセ
ル状の加工食品，乳糖・セルロース・クエン酸鉄・ショ糖脂肪酸エステルを原材料としてなる
液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，乳糖・セルロース・ビタミン・ショ
糖脂肪酸エステルを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加
工食品，乳糖・大豆イソフラボン抽出物・セルロース・ショ糖脂肪酸エステル・酸化ケイ素を
原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，ローズヒップ・
乳糖・ビタミン・セルロース・ショ糖脂肪酸エステルを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒
状・粉末状又はカプセル状の加工食品，砂糖・果糖・デキストリン・ブドウ糖・ビタミン・脂肪
酸・ショ糖脂肪酸エステル・酸化ケイ素・香料（オレンジ・乳成分を含む）を原材料としてなる
液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，砂糖・植物油脂・貝カルシウ
ム・酸味料・酸化ケイ素・ショ糖脂肪酸エステル・タルク・香料（乳成分を含む）・ビタミンを原
材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，大豆油・ゼラチ
ン・コエンザイムＱ１０・グリセリン・βカロチンを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉
末状又はカプセル状の加工食品，大豆油・ゼラチン・にんにく油・グリセリンを原材料として
なる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，大豆油・ゼラチン・ビタミ
ン・グリセリンを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食
品，とうもろこし油・ゼラチン・グリセリン・藻類カロチを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒
状・粉末状又はカプセル状の加工食品，高麗ニンジン抽出物・寒天・セルロース・ショ糖脂
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29,30,32,39,41,42,4 【29】乳糖・寒天・セルロース・ビタミン・大豆油・ゼラチン・グリセリン脂肪酸エステル・酸化 【中間記録情報】
ケイ素・ナイアシンアミド・パントテン酸・葉酸・ビオチンを原材料としてなる液状・錠剤状・顆 [審査]
4

158

セルフメディケーション支援セン
通常 2005-041736
ター

29,30,32,39,41,42,4
4

159

セルフメディケーションショップ

通常 2005-041737

※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。

粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，乳糖・でん粉・セルロース・ビタミン・パントテン
酸・ナイアシンアミド・脂肪酸・ショ糖脂肪酸エステル・酸化ケイ素・葉酸・ビオチンを原材料
としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，乳糖・セルロース・
ショ糖脂肪酸エステル・葉酸を原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセ
ル状の加工食品，乳糖・セルロース・クエン酸鉄・ショ糖脂肪酸エステルを原材料としてなる
液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，乳糖・セルロース・ビタミン・ショ
糖脂肪酸エステルを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加
工食品，乳糖・大豆イソフラボン抽出物・セルロース・ショ糖脂肪酸エステル・酸化ケイ素を
原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，ローズヒップ・
乳糖・ビタミン・セルロース・ショ糖脂肪酸エステルを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒
状・粉末状又はカプセル状の加工食品，砂糖・果糖・デキストリン・ブドウ糖・ビタミン・脂肪
酸・ショ糖脂肪酸エステル・酸化ケイ素・香料（オレンジ・乳成分を含む）を原材料としてなる
液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，砂糖・植物油脂・貝カルシウ
ム・酸味料・酸化ケイ素・ショ糖脂肪酸エステル・タルク・香料（乳成分を含む）・ビタミンを原
材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，大豆油・ゼラチ
ン・コエンザイムＱ１０・グリセリン・βカロチンを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉
末状又はカプセル状の加工食品，大豆油・ゼラチン・にんにく油・グリセリンを原材料として
なる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，大豆油・ゼラチン・ビタミ
ン・グリセリンを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食
品，とうもろこし油・ゼラチン・グリセリン・藻類カロチを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒
状・粉末状又はカプセル状の加工食品，高麗ニンジン抽出物・寒天・セルロース・ショ糖脂
【29】乳糖・寒天・セルロース・ビタミン・大豆油・ゼラチン・グリセリン脂肪酸エステル・酸化
ケイ素・ナイアシンアミド・パントテン酸・葉酸・ビオチンを原材料としてなる液状・錠剤状・顆
粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，乳糖・でん粉・セルロース・ビタミン・パントテン
酸・ナイアシンアミド・脂肪酸・ショ糖脂肪酸エステル・酸化ケイ素・葉酸・ビオチンを原材料
としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，乳糖・セルロース・
ショ糖脂肪酸エステル・葉酸を原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセ
ル状の加工食品，乳糖・セルロース・クエン酸鉄・ショ糖脂肪酸エステルを原材料としてなる
液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，乳糖・セルロース・ビタミン・ショ
糖脂肪酸エステルを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加
工食品，乳糖・大豆イソフラボン抽出物・セルロース・ショ糖脂肪酸エステル・酸化ケイ素を
原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，ローズヒップ・
乳糖・ビタミン・セルロース・ショ糖脂肪酸エステルを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒
状・粉末状又はカプセル状の加工食品，砂糖・果糖・デキストリン・ブドウ糖・ビタミン・脂肪
酸・ショ糖脂肪酸エステル・酸化ケイ素・香料（オレンジ・乳成分を含む）を原材料としてなる
液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，砂糖・植物油脂・貝カルシウ
ム・酸味料・酸化ケイ素・ショ糖脂肪酸エステル・タルク・香料（乳成分を含む）・ビタミンを原
材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，大豆油・ゼラチ
ン・コエンザイムＱ１０・グリセリン・βカロチンを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉
末状又はカプセル状の加工食品，大豆油・ゼラチン・にんにく油・グリセリンを原材料として
なる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，大豆油・ゼラチン・ビタミ
ン・グリセリンを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食
品，とうもろこし油・ゼラチン・グリセリン・藻類カロチを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒
状・粉末状又はカプセル状の加工食品，高麗ニンジン抽出物・寒天・セルロース・ショ糖脂
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29,30,32,39,41,42,4 【29】乳糖・寒天・セルロース・ビタミン・大豆油・ゼラチン・グリセリン脂肪酸エステル・酸化 【中間記録情報】
ケイ素・ナイアシンアミド・パントテン酸・葉酸・ビオチンを原材料としてなる液状・錠剤状・顆 [審査]
4

160

セルフメディケーション支援
ショップ

通常 2005-041738

03,05,29,30,32

161

ドクター ナリッシュ＼コスメ
ティック

通常 2005-041763

30
162

ラスクパイ

粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，乳糖・でん粉・セルロース・ビタミン・パントテン
酸・ナイアシンアミド・脂肪酸・ショ糖脂肪酸エステル・酸化ケイ素・葉酸・ビオチンを原材料
としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，乳糖・セルロース・
ショ糖脂肪酸エステル・葉酸を原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセ
ル状の加工食品，乳糖・セルロース・クエン酸鉄・ショ糖脂肪酸エステルを原材料としてなる
液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，乳糖・セルロース・ビタミン・ショ
糖脂肪酸エステルを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加
工食品，乳糖・大豆イソフラボン抽出物・セルロース・ショ糖脂肪酸エステル・酸化ケイ素を
原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，ローズヒップ・
乳糖・ビタミン・セルロース・ショ糖脂肪酸エステルを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒
状・粉末状又はカプセル状の加工食品，砂糖・果糖・デキストリン・ブドウ糖・ビタミン・脂肪
酸・ショ糖脂肪酸エステル・酸化ケイ素・香料（オレンジ・乳成分を含む）を原材料としてなる
液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，砂糖・植物油脂・貝カルシウ
ム・酸味料・酸化ケイ素・ショ糖脂肪酸エステル・タルク・香料（乳成分を含む）・ビタミンを原
材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，大豆油・ゼラチ
ン・コエンザイムＱ１０・グリセリン・βカロチンを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉
末状又はカプセル状の加工食品，大豆油・ゼラチン・にんにく油・グリセリンを原材料として
なる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食品，大豆油・ゼラチン・ビタミ
ン・グリセリンを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒状・粉末状又はカプセル状の加工食
品，とうもろこし油・ゼラチン・グリセリン・藻類カロチを原材料としてなる液状・錠剤状・顆粒
状・粉末状又はカプセル状の加工食品，高麗ニンジン抽出物・寒天・セルロース・ショ糖脂
【03】せっけん類，香料類，化粧品，かつら装着用接着剤，つけづめ，つけまつ毛，つけま
つ毛用接着剤，歯磨き，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，洗濯用でん粉のり，洗濯用漂白剤，洗濯用ふのり，つや出し剤，研磨
紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥
離剤
【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
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
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，防虫紙，胸当てパッド，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【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，ビタミン等を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆
粒状・ゼリー状・液状の加工食品，水産物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセ
ル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤
状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，納豆の抽出物を主原料にした
粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，植物油の抽出物
を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，牛
乳抽出精製物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状
の加工食品，食物繊維を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー
状・液状の加工食品，ペプチドを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・
ゼリー状・液状の加工食品，植物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒
状・ゼリー状・液状の加工食品
【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
【30】菓子及びパン

通常 2005-042103

※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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164

165

166

167

168

169

商標（見本）

商標

プロテインピュア１００

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】粉末たんぱくを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・液状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.27 願書
2005.05.23 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

29

【29】スピルリナを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.28 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 拒絶査定

29,35

【29】山羊肉，食肉
【35】商品の販売に関する情報の提供，経営に関する助言，市場調査

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.17 願書
2005.05.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.23 認定･付加情報
2005.05.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.26 意見書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.17 願書
2005.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.02 拒絶査定

30

【30】米粉を使用したスパゲッティのめん，米粉を使用した即席スパゲッティのめん，米粉を 【中間記録情報】
[審査]
使用したパスタ，米粉を使用した即席パスタ
2005.05.17 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定
2006.04.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】食用アナゴ（生きているものを除く。），アナゴを使用した加工水産物，アナゴを使用し 【中間記録情報】
たふりかけ
[審査]
2005.05.17 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 拒絶査定

30

【30】米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類

通常 2005-042139

ＳＰＩＲＵＬＩＮＡ＼ＨＥＲＢＡＬ ＤＩ
ＥＴ＼＆ＣＬＥＡＮＳＩＮＧ ＳＹＳＴ
通常 2005-042653
ＥＭ＼スピルリナハーバルダイ
エット

シェーブルミート

日本の味

ライスパスタ

金華アナゴ

愛のゆめ

通常:
2005-042767
標準

通常 2005-042811

通常:
2005-042905
標準

通常 2005-042993

通常:
2005-043019
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

29
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.17 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

2006/7/28
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

170

171

172

173

174

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.28 願書
2005.12.09 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))
2006.03.24 拒絶査定

29

【29】牛肉

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.05.19 手続補足書
2005.06.17 認定･付加情報
2005.06.17 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 拒絶査定

30

【30】すし，べんとう

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.05.19 認定･付加情報
2005.12.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.08 拒絶査定

01,30

【01】化学品，植物成長調整剤類，人工甘味料
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，菓子及び
パン，調味料，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.05.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.06.24 手続補正指令書(出願)
2005.06.30 手続補正書(方式)
2005.07.28 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

30

【30】あめ，キャンディー

金箔ふりかけ＼きんぱく ふり
かけ＼ＫＩＮＰＡＫＵ ＦＵＲＩＫＡＫ 通常 2005-043164
Ｅ

平戸和牛

みやげ＼味のお土産

通常 2005-043288

通常 2005-043294

ケストース

通常 2005-043432

シートキャンディ

通常:
2005-043471
標準

バーグ

通常:
2005-043533
標準
30

176

ないばく＼内麦うどん

通常 2005-043816

※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

【30】茶、コーヒー、菓子、加工食品

29
175

指定商品・役務

30

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.11.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.01 拒絶査定
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
[審査]
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.05.18 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
め物，豆，食用たんぱく
号)
2006.03.28 拒絶査定
【30】うどんのめん
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.19 願書
2005.07.20 刊行物等提出書
2005.08.18 認定･付加情報
2005.08.23 刊行物等提出による通知書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.28 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

177

178

179

商標（見本）

商標

ルイボスＣ ルイボスシー

純ココア

華湯＼カタン

種別 出願番号

区分

湯鮮＼タンシェン

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.19 願書
2005.05.24 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 拒絶査定

30

【30】ココア

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.19 願書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.20 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，みそ，ウースターソース，ケチャップソース，しょう
ゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のた
れ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，ごま
塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，その他の調味料，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，ホイップク
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，みそ，ウースターソー
ス，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マ
ヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，
粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，その他の調味
料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモ
ンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバー
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，
ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大
【30】ロールキャベツ

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.20 願書
2005.05.20 認定･付加情報
2005.11.16 代理人受任届
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

通常:
2005-043817
標準

通常 2005-043934

通常 2005-044337

通常 2005-044338

30
181

ウズマキロールキャベツ

通常:
2005-045041
標準
30,31

182

マルチグレイン

【30】脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【31】あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，もろこし

通常:
2005-045223
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

【30】ルイボスティー

30

180

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.20 願書
2005.05.20 認定･付加情報
2005.11.16 代理人受任届
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.17 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2005.05.23 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.17 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2005.05.24 認定･付加情報
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【03】化粧品，せっけん類，香料類
【11】業務用美顔器，その他の美容院用または理髪店用の機械器具（いすを除く），家庭用
電気式美顔器その他の家庭用電熱用品類，アルカリイオン水生成器
【29】ビタミンを主原料とするブロック状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の加
工食品，大豆を主原料とするブロック状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の
加工食品，アンジェリカ・イチョウ葉・ウコンを主原料とするブロック状・粉末状・顆粒状・錠
剤状・液状及びカプセル状の加工食品，マカを主原料とするブロック状・粉末状・顆粒状・錠
剤状・液状及びカプセル状の加工食品，ガルシニアを主原料とするブロック状・粉末状・顆
粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の加工食品，黒大豆種皮エキスを主原料とするブロック
状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状及びカプセル状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，
卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加
工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・
シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【44】肌の美容・エステティック美容・その他の美容及びこれらに関する指導及び情報の提
供，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔
道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，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
【30】餃子

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.26 意見書
2005.12.27 手続補足書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン，そばつゆ，うどんのめん，そうめんのめん，そばのめん，その他の穀
物の加工品，米，小麦粉，そば粉，豆粉，その他の食用粉類，穀物を主原料とする粉末
状、顆粒状、ブロック状の加工食品

29

【29】乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カ
レー・シチュー又はスープのもと，ふりかけ，アミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タブ
レット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.11 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.03 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.05.25 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.05.25 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 拒絶査定

29,30,31

【29】乳製品，カレー・シチュー又はスープのもと，冷凍野菜，冷凍果実，加工野菜及び加工
果実
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，サンドイッチ，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
【31】果実

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.05.25 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

29

【29】鶏肉，肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.06.16 代理権変更届
2005.12.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.15 拒絶査定

03,11,29,44

183

内外美容発

通常:
2005-045508
標準

30
184

185

186

187

188

189

行者餃子

通常:
2005-045618
標準

九頭竜

通常:
2005-045634
標準

Ｚｕｐｐａ

ふんわり２層の

ＴＳＵＢＵＫＡＪＩＴＳＵ

プティ チキン

通常:
2005-045764
標準

通常:
2005-045767
標準

通常:
2005-045769
標準

通常:
2005-045838
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.11 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

2006/7/28
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

190

ＰＥＴＩＴ ＣＨＩＣＫＥＮ

通常:
2005-045840
標準
29

191

Ｐｅｔｉｔ Ｃｈｉｃｋｅｎ

通常:
2005-045841
標準
29,31

192

まちの駅

通常:
2005-045960
標準

29

193

194

195

196

どり＼エゴマ鶏

がごめそば

がごめうどん

吐喝羅喇の塩（とからのしお）

通常 2005-046158

指定商品・役務

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.12.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.15 拒絶査定
【29】鶏肉，肉製品
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.06.16 代理権変更届
2005.12.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.15 拒絶査定
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
[審査]
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.05.25 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2005.06.23 認定･付加情報
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
2006.03.20 拒絶査定
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
【29】肉製品
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.20 再送
2006.03.03 拒絶査定
2006.03.24 再送

29,30

【29】そばのめん
【30】記載なし

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.06.06 認定･付加情報
2005.08.12 刊行物等提出書
2005.09.08 認定･付加情報
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 拒絶査定
2006.05.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29,30

【29】うどんのめん
【30】記載なし

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.06.06 認定･付加情報
2005.08.12 刊行物等提出書
2005.09.08 認定･付加情報
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 拒絶査定
2006.05.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】食塩・調味料・その他

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.11 願書
2005.06.10 手続補正指令書(出願)
2005.06.30 手続補正書
2005.08.12 認定･付加情報
2005.12.02 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))
2006.03.10 拒絶査定

通常 2005-046195

通常 2005-046196

通常 2005-046204

※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

【29】鶏肉，肉製品
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

197

198

199

200

201

202

203

商標（見本）

商標

魚屋の寿司

めかぶちゃん

ダイエットスイーツ

おかずドレッシング

紀州七年

山田錦玄米茶

日田泉水

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】すし，すしべんとう

29

【29】めかぶを用いた加工水産物，めかぶを用いた佃煮，味付けめかぶ，乾燥めかぶ，干 【中間記録情報】
しめかぶ，めかぶを用いたふりかけ，めかぶの瓶詰，めかぶの缶詰，めかぶを用いた即席 [審査]
2005.05.26 願書
スープのもと，めかぶを用いたお茶漬けのり
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.22 拒絶査定

30,43

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，はちみつ・粉末あめ・
水あめその他の調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，
穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉
まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，お好み焼き，
イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀
済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設に関する情報の提供，宿泊施設の提供の契約の代理・媒
介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，
高齢者の養護，高齢者の養護に関する情報の提供，介護施設に関する情報の提供，会議
室の貸与，展示施設の貸与，多目的ホールの提供，布団の貸与，業務用加熱調理機械器
具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台
の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，介護
用ベット・入浴補助用具・スロープの貸与，タオルの貸与
【30】ドレッシング

33

【33】薬味酒

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.06.06 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.20 拒絶査定

30,32

【30】茶
【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

通常 2005-046286

通常:
2005-046640
標準

通常 2005-047387

通常:
2005-047404
標準

通常:
2005-047431
標準

通常:
2005-047593
標準

通常 2005-047728

※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

30
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 願書
2005.05.26 認定･付加情報
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.27 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

204

205

206

207

208

209

210

商標（見本）

商標

血液さらさらさん

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】オリーブの果実から摂れたバージンオイルをそのまま主成分としたカプセル入りの加 【中間記録情報】
[審査]
工食品
2005.05.18 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 拒絶査定

32

【32】ビール，清涼飲料水，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホッ 【中間記録情報】
[審査]
プエキス
2005.05.16 願書
2005.07.08 手続補正指令書(出願)
2005.08.19 手続補正書(方式)
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

30

【30】そばを使用してなる菓子及びパン，そば粉・そばの実を使用してなる穀物の加工品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.31 願書
2005.05.31 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 拒絶査定

30

【30】そばを使用してなる菓子及びパン，そば粉・そばの実を使用してなる穀物の加工品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.31 願書
2005.05.31 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.31 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

31

【31】しじみ

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.31 願書
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.22 拒絶査定

29

【29】アジ，サバ，たこ，鯛

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 拒絶査定

通常 2005-047737

だいしぜん うま＼大自然から
生まれた＼はっこうださんめい 通常 2005-047775
すい＼八甲田山名水

ＳＯＢＡ ＦＬＡＫＥＳ＼ソバフレー
通常 2005-047977
ク

ＳＯＢＡ ＣＨＩＰＳ＼ソバチップ

ハーブカクテル

通常 2005-047978

通常 2005-048079

なにわ べっこう＼魚庭の鼈甲
通常 2005-048261
しじみ

鳴門アジ 明石アジ＼明石サバ
＼鳴門サバ＼明石たこ＼鳴門 通常 2005-048377
鯛 明石 鯛

※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

29
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

211

212

213

214

商標（見本）

商標

新川米

ぶどうですよ

種別 出願番号

区分

29

【29】葡萄を原材料とする缶詰及び瓶詰，葡萄を原材料とする漬物，葡萄を原材料とする乾 【中間記録情報】
[審査]
燥果実
2005.06.01 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.13 手続補正書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.02.13 認定･付加情報
2006.02.13 意見書
2006.03.10 拒絶査定

30,32

【30】コウリャン・大麦・えんどう等の雑穀を原料とする中国酢・黒酢，コウリャン・大麦・えん 【中間記録情報】
どう等の雑穀を原料とする中国酢・黒酢を主原料とする粉末状・顆粒状・ソフトカプセル状・ [審査]
タブレット状・ゼリー状又は液状の加工食品，食酢，酢の素
2005.06.01 願書
2005.06.01 認定･付加情報
【32】コウリャン・大麦・えんどう等の雑穀を原料とする中国酢・黒酢を主原料とする清涼飲
料水，酢に白甘藷抽出エキス・甘草・ナツメ・銀杏葉・ラカンカ・コウケイテン・ヒアルロン酸・ 2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
葉酸を加えた清涼飲料水
2006.02.16 手続補正書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.02.16 認定･付加情報
2006.02.16 意見書
2006.03.10 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

通常 2005-048401

通常:
2005-048507
標準

通常 2005-049921

※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

【30】米

らおちんす＼Ｒａｏ－ｃｈｉｎ－ｓｕ 通常 2005-048607

ＢＲＥＡＤ ＣＨＩＰＳ＼ブレッド
チップス

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

2006/7/28
39／41

３条拒絶（食品）２００６．０３.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】
[審査]
2005.06.06 願書
2005.06.08 認定･付加情報
2005.12.19 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))
2006.03.15 拒絶査定

30

【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，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，メトロノーム，電子応用機械器具及
びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュ
レーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，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，火災報知機，
ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防
艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防
毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，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，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録
機，計算尺，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，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，潜水用機械器具，
レギュレーター，アーク溶接機，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉自動開閉
装置，耳栓
【16】紙類，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，衛生手ふき，型紙，紙製タオル，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプ
キン，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャ
コ，荷札，印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着
【30】しょうゆ

30

【30】しょうゆ

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

30

【30】健康補助食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 願書
2005.07.15 認定･付加情報
2005.12.16 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))
2006.03.24 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.28 拒絶査定

09,16,25,28,30

215

216

217

218

219

下町エイリアン パピピピプピ

超淡口

濃縮醤油

通常:
2005-050482
標準

通常:
2005-050999
標準

通常:
2005-051000
標準

オニオンマセレーション＼Ｏｎｉｏ
通常 2005-051515
ｎ－Ｍａｃｅｒａｔｉｏｎ

宇治しぐれ

通常:
2005-051753
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０３.xls
No.

220

221

222

223

224

商標（見本）

商標

Ｒｏｓｅｈｉｐ Ｗｉｎｅ

アカバナー

エリンバリ コーヒー

久比岐野

小大福

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【33】ローズヒップを使用したワイン

30

【30】茶，調味料，香辛料，食用粉類，穀物の加工品，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，

30

【30】コーヒー

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.28 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

31

【31】農産物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.29 願書
2005.06.17 認定･付加情報
2005.12.16 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))
2006.03.17 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.27 願書
2005.06.23 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

通常:
2005-051997
標準

通常 2005-052001

通常 2005-052002

通常:
2005-052004
標準

通常 2005-052017

※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

33
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.27 願書
2005.07.22 手続補正指令書(出願)
2005.08.02 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.10 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.27 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０３.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

16,30,31,32,36,37,3 【16】紙類，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 【中間記録情報】
製ごみ収集用袋，衛生手ふき，型紙，紙製タオル，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプ [審査]
9,40,42,43,44

225

ＯＺＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

キン，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャ
コ，荷札，印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，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，印刷用インテル，印字用インクリボン，活字，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，装飾塗工用
ブラシ，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，封ろう，マー
キング用孔開型板，郵便料金計器，輪転謄写機，観賞魚用水槽及びその附属品
【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
【31】あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，うるしの実，コプラ，麦
芽，ホップ，未加工のコルク，やしの葉，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，獣
類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，種繭，種
卵，飼料，釣り用餌，果実，野菜，糖料作物，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗
木，花，牧草，盆栽，生花の花輪，飼料用たんぱく
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホップ
エキス
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，
香辛料，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，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，酒かす，米
【43】飲食物の提供

2005.06.03 願書
2005.11.25 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))
2005.12.07 手続補正書
2005.12.07 意見書
2006.03.31 拒絶査定

29,43

【29】食肉
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

30,43

【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖， 【中間記録情報】
はちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，化学調味料，コーヒー豆，アーモンドペースト，サ [審査]
2005.08.24 願書
ンドイッチ，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こう
じ，酵母，ベーキングパウダー
2005.08.24 認定･付加情報
【43】飲食物の提供
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.24 意見書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定
2006.06.08 手続補正書

通常:
2005-054610
標準

30,43
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228

海幸の宴

顔黒羊

ロイヤルデニッシュベーカリー

通常:
2005-054674
標準

通常 2005-058805

通常:
2005-078841
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.06.23 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 拒絶査定

