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３条拒絶査定速報レポート
※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。
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No.

商標（見本）

1

2

3

4

商標

イムノバイオ＼Ｉｍｍｕｎｏｂｉｏ

ＰＬ－０８菌株

ＰＬ－０８菌株

祭ずし

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】乳製品，食用油脂

【中間記録情報】
[審査]
2004.02.27 願書
2004.03.01 認定･付加情報
2005.03.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.04.20 意見書
2005.04.20 手続補足書
2005.05.25 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定

29

【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，冷凍果実及び冷凍野菜，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

【中間記録情報】
[審査]
2004.07.05 願書
2004.07.05 認定･付加情報
2005.04.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.05.19 意見書
2005.05.19 認定･付加情報
2005.05.23 手続補足書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定

32

【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 【中間記録情報】
エキス
[審査]
2004.07.05 願書
2004.07.05 認定･付加情報
2005.04.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.05.19 意見書
2005.05.19 認定･付加情報
2005.05.23 手続補足書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定
2006.06.16 手続補足書
2006.08.14 手続補足書
2006.08.15 手続補正書(方式)

30

【30】散らしずし

通常 2004-018402

通常 2004-061866

通常 2004-061867

通常:
2004-062726
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]
2004.07.07 願書
2004.07.07 認定･付加情報
2005.01.19 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2005.01.31 意見書
2005.01.31 認定･付加情報
2005.05.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.06.30 手続補正書
2005.06.30 意見書
2005.06.30 認定･付加情報
2005.06.30 手続補足書
2005.07.05 認定･付加情報
2005.08.03 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定
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No.

商標（見本）

5

6

7

8

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】たけのこ

【中間記録情報】
[審査]
2004.08.05 願書
2004.08.06 手続補足書
2004.09.06 認定･付加情報
2004.09.06 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

29

【29】スイテツ粉末を主材料とするカプセル状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2004.08.10 願書
2005.02.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.03.09 手続補正書
2005.05.13 補正の却下の決定
2006.04.21 拒絶査定

29,30

【29】こんにゃく，油揚げ，凍り豆腐，豆乳，豆腐，納豆，加工野菜及び加工果実，肉製品， 【中間記録情報】
加工水産物，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 [審査]
2004.08.10 願書
実，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，ふりかけ，なめ物，食用たんぱく，食用油
脂，豆
2005.02.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【30】菓子及びパン，茶，コーヒー及びココア，調味料，氷，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょ 条1項11号を除く))
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，酒かす， 2005.03.08 意見書
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，食品香料（精油のもの 2005.04.22 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定
を除く。），家庭用食肉軟化剤
2006.05.25 手続補正書
2006.07.12 既納手数料（登録料）返還請求書

30

【30】茶，コーヒー及びココア，調味料，氷，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッ 【中間記録情報】
[審査]
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，酒かす，食品香料（精
2004.08.10 願書
油のものを除く。），家庭用食肉軟化剤
2005.02.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.03.08 手続補正書
2005.03.08 意見書
2005.04.14 認定･付加情報
2005.04.15 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定
2006.05.25 手続補正書
2006.07.25 手続補正書(方式)

みやざき のべおか∞むかばき
産＼（行縢）＼いしわら＼たけ 通常 2004-072448
のこ

Ｍ－ヒルディン

高野古道

吉野熊野古道

通常 2004-077230

通常 2004-078181

通常 2004-078184

※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.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,32,35

9

10

11

12

13

栗野湧水

南部錦どり

南部赤かしわ

シマントアロエ

フレンチクロケット

指定商品・役務

【中間記録情報】
[審査]
2004.09.08 願書
2004.09.08 認定･付加情報
2005.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.25 拒絶査定

29

29

【29】食肉，卵，肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2004.08.27 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

29,30,32

【29】キダチアロエエキス・動物エキス末・ビタミン・ミネラルを主原料として顆粒状・錠剤状・ 【中間記録情報】
カプセル状・液状・ペースト状をした加工食品，乳製品，加工野菜及び加工果実
[審査]
2004.09.13 願書
【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，穀物の加工品，大麦・キダチアロエを主
原料として顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状・ペースト状をした加工食品
2004.09.13 認定･付加情報
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】コロッケ，惣菜パン

通常:
2004-082712
標準

通常 2004-083443

通常 2004-083445

通常 2004-084053

通常:
2004-087654
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（「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
【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，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，
ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，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－ソルト，化学調味
料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモ
ンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバー
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，
ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大
麦，食用粉類，食用グルテン
【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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
【29】食肉，卵，肉製品
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【中間記録情報】
[審査]
2004.08.27 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.09.24 願書
2004.09.24 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定
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No.

14

15

16

17

18

商標（見本）

商標

ＨＩＲＯＴＡ＼Ｓｉｎｃｅ １９２４

ＭＡＳＴＥＲ ＢＬＥＮＤ

坂元のくろず

オーガニックスタイル

イチゴたっぷり白くま

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】洋菓子

【中間記録情報】
[審査]
2004.10.18 願書
2004.10.18 手続補足書
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.10 手続補正書
2005.11.10 手続補足書
2005.11.10 意見書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定

33

【33】日本酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
[審査]
2004.11.29 願書
2004.11.30 認定･付加情報
2005.05.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.07.05 手続補正書
2005.07.05 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定
2006.07.04 手続補正書
2006.07.04 手続補足書

30

【30】黒酢

【中間記録情報】
[審査]
2004.11.29 願書
2004.11.29 認定･付加情報
2005.05.19 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.24 手続補正書
2005.06.24 手続補足書
2005.06.24 意見書
2005.06.27 認定･付加情報
2005.06.27 認定･付加情報
2005.07.29 認定･付加情報
2006.04.26 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア，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 【中間記録情報】
用安定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，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，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンド 2004.12.01 願書
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 2005.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.27 手続補正書
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
2005.06.27 意見書
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
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
2006.04.04 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン，氷

通常 2004-095131

通常:
2004-108585
標準

通常:
2004-108670
標準

通常:
2004-109831
標準

通常:
2004-111900
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]
2004.12.08 願書
2004.12.08 認定･付加情報
2005.05.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.07.06 意見書
2005.07.15 認定･付加情報
2006.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.28 拒絶査定
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No.

19

20

21

22

商標（見本）

商標

マンゴたっぷり白くま

四万十生姜

ＢＶ

佃煮職人

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

30

【30】菓子及びパン，氷

31

【31】しょうが

33

【33】アルコール飲料（ビールを除く。）

29

【29】佃煮にしたあと乾燥させて塩をまぶした椎茸，佃煮にしたあと乾燥させて鰹の粉をま
ぶした椎茸，山椒とちりめんじゃこの佃煮，芋がらの佃煮，しめじと昆布の佃煮，あさりの佃
煮，きのこの佃煮，ちりめんじゃこを主材とする佃煮，のりの佃煮，貝柱の佃煮，昆布の佃
煮，山椒の佃煮，水産物を主材とする佃煮，豆の佃煮，肉を主材とする佃煮，梅の佃煮，
野菜を主材とする佃煮，佃煮にしたあと乾燥させて塩をまぶした昆布

通常:
2004-111902
標準

通常:
2005-001063
標準

通常 2005-002388

通常:
2005-003660
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2004.12.08 願書
2004.12.20 認定･付加情報
2005.05.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.07.06 意見書
2005.07.06 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.01.11 願書
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.09.05 意見書
2006.04.28 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.01.14 願書
2005.01.14 認定･付加情報
2005.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.09.15 期間延長請求書
2005.09.15 認定･付加情報
2005.10.19 上申書
2005.10.20 認定･付加情報
2005.10.28 意見書
2005.10.31 認定･付加情報
2005.11.02 手続補足書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.01.19 願書
2005.06.17 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))
2005.07.20 手続補正書
2005.07.20 意見書
2005.09.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.11 意見書
2005.10.11 手続補足書
2005.11.10 認定･付加情報
2006.04.27 拒絶査定
2006.07.31 手続補正書
2006.07.31 手続補足書
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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

01,03,29,30,31,32,3 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，陶 【中間記録情報】
磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味料，工業 [審査]
3,42

23

アーゼロン

通常:
2005-004225
標準

31

24

ＱＵＥＥＮＮＥＣＫＬＡＣＥ＼クイー
通常 2005-005764
ンネックレス

29,30

25

キッズクッキング

通常:
2005-012571
標準

01,03,29,30,32

26

果実水＼ＫＡＪＩＴＳＵＳＵＩ

通常 2005-012836

※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。

用粉類，原料プラスチック，パルプ
2005.01.21 願書
【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， 2005.01.21 認定･付加情報
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 2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料 条1項11号を除く))
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2006.02.15 手続補正書
毛
2006.02.15 認定･付加情報
【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 2006.02.15 認定･付加情報
2006.02.15 意見書
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
2006.04.04 拒絶査定
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），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（生きている物に限る。），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，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
【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
【31】種子類，木，草，苗，苗木，花，ドライフラワー
【中間記録情報】
[審査]
2005.01.13 願書
2005.12.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 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
2005.02.16 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
2006.01.10 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)
2006.04.11 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
【01】化粧品製造用化学品
【中間記録情報】
【03】せっけん類，化粧品，香料類
[審査]
【29】オリーブの実抽出物或いはオリーブポリフェノールを主原料とした顆粒状・錠剤状・粉 2005.02.16 願書
末状・ゲル状・カプセル状の加工食品
2005.02.17 認定･付加情報
【30】菓子及びパン
2005.08.03 刊行物等提出書
2005.09.07 認定･付加情報
【32】清涼飲料，果実飲料
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2005.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.04.17 拒絶査定
2006.06.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

27

28

29

30

31

商標（見本）

商標

Ｂｌｅｕ ｅｔ Ｃａｍｍｅｎｂｅｒｔ

豆花

九州大吟醸

辛口党

ベッドティー

種別 出願番号

区分

ＣＡＬＩＴＵＮＩＡ＼カリチュニア

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.24 願書
2005.02.25 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】豆乳を使用した菓子

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.24 願書
2005.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.02 刊行物等提出書
2005.10.04 認定･付加情報
2005.10.14 刊行物等提出による通知書
2005.10.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.20 手続補正書
2006.01.20 意見書
2006.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.28 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]
2005.03.04 願書
2005.03.07 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.10 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]
2005.03.04 願書
2005.10.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.28 意見書
2006.04.05 拒絶査定
2006.04.21 代理人受任届
2006.06.29 手続補正書(方式)
2006.06.29 手続補正書

30,32

【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 2005.03.10 願書
2006.01.20 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
2006.04.21 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
【31】苗，苗木，花
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.01 願書
2005.03.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.03.23 認定･付加情報
2005.03.25 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.04.01 認定情報通知書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定

通常:
2005-015882
標準

通常:
2005-016041
標準

通常 2005-018690

通常:
2005-018755
標準

通常:
2005-020753
標準

通常 2005-021660

※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

31

32

指定商品・役務

29
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No.
33

34

35

商標（見本）

商標

種別 出願番号

ダブルコラーゲン

通常:
2005-023511
標準

ＰＳダブルコラーゲン

通常:
2005-023512
標準

石見銀山＼いわみぎんざん

区分

フード＆ドラッグ

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.17 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定

29

【29】コラーゲンを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状又は粉末状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.17 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定

14,18,20,24,25,30

【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】
[審査]
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶 2005.03.17 願書
2005.03.24 認定･付加情報
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 2005.09.27 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
項11号?13号除く))
2005.11.14 意見書
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
2005.11.14 手続補足書
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，革ひも，
原革，原皮，なめし皮，毛皮
2005.11.15 認定･付加情報
2005.12.13 認定･付加情報
【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
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.04.18 拒絶査定
テン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・
リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又は
バルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，
座布団，まくら，マットレス，麦わらさなだ，木製の包装用容器（「コルク製栓・木製栓・木製
ふた」を除く。），竹製の包装用容器，プラスチック製きょう木，プラスチック製包装用葉，コ
ルク製栓，プラスチック製栓，プラスチック製ふた，木製栓，木製ふた，ストロー，盆（金属製
のものを除く。），ししゅう用枠，ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），旗ざお，
うちわ，せんす，植物の茎支持具，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，きゃたつ及び
はしご（金属製のものを除く。），郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），帽子掛けかぎ
（金属製のものを除く。），買物かご，家庭用水槽（金属製又は石製のものを除く。），ハン
ガーボード，工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除
く。），家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベン
【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，つけまつ毛接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふの [審査]
り，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類， 2005.03.18 願書
研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.03.22 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， 2005.03.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.15 職権訂正通知書(職権訂正)
生理用タンポン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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，乳児用粉乳，人工受
精用精液
2006.02.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【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。），冷凍果実，冷凍 2006.04.14 拒絶査定
野菜，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
【29】ビタミン・ミネラル・植物栄養素・ハーブ等を主原料とした棒状・板状・粒状・顆粒状・粉 【中間記録情報】
末状・液状・錠剤状・カプセル状の加工食品
[審査]
2005.03.07 願書
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.14 意見書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定

通常 2005-023514

通常 2005-023888

29
37

ｃｌａｓｓ Ａ

通常 2005-024361

※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】コラーゲンを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状又は粉末状の加工食品

03,05,29

36

指定商品・役務

29
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38

39

40

41

42

43

商標（見本）

商標

村の駅

培養根＼▲高▼麗＼山蔘

舟屋の里

天童▲若▼松

小麦卵

ナッツコリン

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

29,30,32,43

区分

【29】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。），冷凍野菜，冷凍果実，乳製品，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，豆，食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），卵，油揚げ，凍り豆腐，こん
にゃく，豆乳，豆腐，納豆，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，カレー・シチュー又はスープの
もと
【30】菓子，パン，茶，コーヒー及びココア，調味料，穀物の加工品，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，酒
かす
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.08 願書
2005.09.02 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))
2005.09.14 手続補正書
2005.09.14 意見書
2006.01.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.14 拒絶査定
2006.05.08 手続補正書
2006.07.18 手続補正書
2006.09.07 既納手数料（登録料）返還請求書

29,32

【29】高麗人参培養根エキスを主成分とするカプセル状・顆粒状・錠剤状・粉状・液状の加
工食品
【32】高麗人参の粉末及び培養根を混入した清涼飲料

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.10 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.24 再送
2006.04.14 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.08 願書
2005.04.08 手続補正指令書(出願)
2005.04.25 上申書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.06.01 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.30 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.08.19 通知書(却下処分前通知)
2005.11.25 手続補正書(方式)
2005.12.26 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

29

【29】卵，加工卵

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.30 願書
2005.04.11 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

29

【29】ココナッツを主成分とする粉状・粒状・カプセル状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.30 願書
2005.05.18 手続補正書
2005.05.18 手続補足書
2005.06.17 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

通常 2005-024828

通常 2005-025235

通常:
2005-025297
標準

通常 2005-027657

通常:
2005-027795
標準

通常:
2005-027956
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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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,30,32

44

高野山温泉

通常 2005-028569

31

45

46

47

48

ペットゼリー＼Ｐｅｔ’ｓ Ｊｅｌｌｙ

通常 2005-029006

指定商品・役務

31

【31】牛肉を使用してなるゼリー状犬・猫用飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

31

【31】牛肉を使用してなるゼリー状犬・猫用飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

31

【31】鶏肉を使用してなるゼリー状犬・猫用飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

ペットビーフゼリー＼Ｐｅｔ’ｓ Ｂｅ
通常 2005-029007
ｅｆ Ｊｅｌｌｙ

ビーフゼリー＼Ｂｅｅｆ Ｊｅｌｌｙ

通常 2005-029008

ペットチキンゼリー＼Ｐｅｔ’ｓ Ｃ
通常 2005-029010
ｈｉｃｋｅｎ Ｊｅｌｌｙ

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

中間記録

【03】化粧品，香料類，研磨紙，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜き 【中間記録情報】
ベンジン，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 [審査]
濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗装用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん 2005.03.17 願書
類，歯磨き，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 2005.04.07 職権訂正履歴(職権訂正)
毛
2005.04.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.16 職権訂正履歴(職権訂正)
【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
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
（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 2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.05 意見書
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
2005.12.14 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
2006.04.14 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
【31】ゼリー状犬・猫用飼料
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定
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49

50

51

52

53

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】鶏肉を使用してなるゼリー状犬・猫用飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

31

【31】豚肉を使用してなるゼリー状犬・猫用飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

31

【31】豚肉を使用してなるゼリー状犬・猫用飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

31

【31】コンニャクを使用してなるゼリー状犬・猫用飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

31

【31】コンニャクを使用してなるゼリー状犬・猫用飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

チキンゼリー＼Ｃｈｉｃｋｅｎ Ｊｅｌｌｙ 通常 2005-029011

ペットポークゼリー＼Ｐｅｔ’ｓ Ｐ
通常 2005-029012
ｏｒｋ Ｊｅｌｌｙ

ポークゼリー＼Ｐｏｒｋ Ｊｅｌｌｙ

通常 2005-029014

ペットコンニャクゼリー＼Ｐｅｔ’ｓ
通常 2005-029015
Ｋｏｎｊａｋ Ｊｅｌｌｙ

コンニャクゼリー＼Ｋｏｎｊａｋ Ｊｅｌ
通常 2005-029016
ｌｙ

※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.

54

55

56

57

58

商標（見本）

商標

ペットフルーツゼリー＼Ｐｅｔ’ｓ
Ｆｒｕｉｔｓ Ｊｅｌｌｙ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】果実等を使用してなるゼリー状犬・猫用飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

31

【31】果実等を使用してなるゼリー状犬・猫用飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

31

【31】野菜等を使用してなるゼリー状犬・猫用飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

31

【31】野菜等を使用してなるゼリー状犬・猫用飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.01 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

31

【31】マッシュルーム（日本名：西洋まつたけ）

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.22 願書
2005.09.21 職権訂正履歴(職権訂正)
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))
2005.10.24 手続補正書
2005.10.24 意見書
2006.04.14 拒絶査定

通常 2005-029017

フルーツゼリー＼Ｆｒｕｉｔｓ Ｊｅｌｌｙ 通常 2005-029019

ペットベジタブルゼリー＼Ｐｅｔ’ｓ
通常 2005-029020
Ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ Ｊｅｌｌｙ

ベジタブルゼリー＼Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ
通常 2005-029022
ｓ Ｊｅｌｌｙ

六甲シャンピニオン

通常 2005-029090

※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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59

60

61

商標（見本）

商標

ごほうらく＼五宝楽

アイス ｔｏ ムース＼ＩＣＥ ｔｏ
ＭＯＵＳＳＥ

京麺春雨

種別 出願番号

区分

京麺

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.04 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

30

【30】アイスクリームのもと，シャーベットのもと，即席菓子のもと

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.04 願書
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.27 意見書
2006.04.18 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品

通常 2005-029388

通常 2005-029400

通常:
2005-029646
標準

通常:
2005-029647
標準

29,30

63

フレッシュドライ

通常:
2005-029759
標準

29

64

岩のり＼とろろ

通常 2005-031825

※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】菓子及びパン

30

62

指定商品・役務

30

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.05 願書
2005.04.06 認定･付加情報
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.11 拒絶査定
【30】穀物の加工品
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.05 願書
2005.04.06 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
2005.06.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.11 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
2005.04.05 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
2005.05.27 手続補正指令書(出願)
2005.06.13 手続補正書(方式)
【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
2005.07.12 認定･付加情報
（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
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 2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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 第4条1項11号)
2006.04.21 拒絶査定
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
2006.06.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
用グルテン
【29】とろろ昆布
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.11 願書
2005.06.03 手続補正指令書(出願)
2005.06.28 手続補正書(方式)
2005.07.26 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)
2006.04.14 拒絶査定
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No.

65

66

67

68

69

70

71

商標（見本）

商標

ダイエットまんじゅう

釜揚げ

種別 出願番号

ＶＩＴＲＵＭ

通常:
2005-034952
標準

Ａｍａｚｏｎｉａ＼アマゾニア

29

【29】油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.12 願書
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.24 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
2005.04.20 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
2005.12.09 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
2006.04.21 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

05,29

【05】複合ビタミン剤，ミネラル剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【29】ビタミンを主成分とする粉状・タブレット状・カプセル状の加工食品，ミネラルを主成分 [審査]
2005.04.19 願書
とする粉状・タブレット状・カプセル状の加工食品
2005.11.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.25 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】
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
[審査]
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
2005.04.21 願書
め物，豆，食用たんぱく
2005.04.21 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.20 意見書
2005.12.20 認定･付加情報
2005.12.21 手続補足書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

31

【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，
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

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.21 願書
2005.04.21 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.20 意見書
2005.12.20 認定･付加情報
2005.12.21 手続補足書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

30

【30】タベブイア・アベラネダエの内部樹皮を原料とする茶及びその他の茶，タベブイア・ア
ベラネダエのエキス末を主原料とする顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，プロ
ポリスを主原料としてアガリクス茸のエキスを配合してなる粉末状・顆粒状・カプセル状・液
状の加工食品，食用の粒調整ローヤルゼリー（医療用のものを除く。），はちみつ，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，こうじ，酵母，食
用粉類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.13 願書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.27 意見書
2006.04.14 拒絶査定

通常:
2005-035739
標準

通常:
2005-035740
標準

通常 2005-037144

※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]
2005.04.12 願書
2005.04.12 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 拒絶査定

通常:
2005-032296
標準

通常 2005-034789

甘一番

指定商品・役務
【30】まんじゅう

通常:
2005-032291
標準

Ｂ２α

甘一番

区分
30
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No.

72

73

商標（見本）

商標

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 2005.04.26 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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，グラタン，ラザニア，シェパーズパイ，おでん，雑炊， 条1項11号を除く))
2006.04.28 拒絶査定
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
【30】和菓子
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.27 願書
2005.04.27 認定･付加情報
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))
2005.12.13 手続補正書
2005.12.13 手続補足書
2005.12.13 認定･付加情報
2005.12.13 認定･付加情報
2005.12.13 意見書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定

カシス ジュレ＼Ｃａｓｓｉｓ Ｇｅｌｅ
通常 2005-037320
ｅ

デザートショップ

75

76

77

すみがま＼炭釜

ＯＩＬ ＣＯＡＴ＼ＨＢ

ＱＥ卵黄油

ＦＩＮＥ ＱＵＡＬＩＴＹ

通常:
2005-037509
標準

通常 2005-037876

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.26 願書
2005.04.26 認定･付加情報
2005.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.03 拒絶査定

30

【30】食用粉類

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)
2006.01.13 意見書
2006.01.13 意見書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.02.17 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定

30

【30】茶，コーヒー及びココア，コーヒー豆

通常 2005-038238

通常 2005-038961

通常:
2005-039175
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】カシスを使用してなる菓子
【32】カシス果汁を使用してなる清涼飲料

30

74

指定商品・役務

30,32

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.06.17 手続補正指令書(出願)
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.12.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.26 意見書
2006.04.11 拒絶査定
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No.

78

79

80

商標（見本）

商標

おむすび餃子

おにぎり餃子

パーフェクトミール

種別 出願番号

区分

ホットサプリウォーター

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.05.10 認定･付加情報
2005.07.01 刊行物等提出書
2005.08.19 刊行物等提出による通知書
2005.08.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.15 意見書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定

30

【30】ぎょうざ

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.05.10 認定･付加情報
2005.07.01 刊行物等提出書
2005.08.05 刊行物等提出による通知書
2005.08.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.15 意見書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定

29,30,32

【29】ミネラル類・ビタミン類・アミノ酸類・糖類・タンパク質を主成分とする粒状・錠剤状・カプ 【中間記録情報】
セル状・顆粒状・粉状・ペースト状・液体状の加工食品，食肉，食用魚介類（生きているもの [審査]
2005.05.06 願書
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 2005.05.06 認定･付加情報
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
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定
【30】コーヒー及びココア，茶，調味料，穀物の加工品，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
【32】清涼飲料，果実飲料
【32】清涼飲料
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.18 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.07 拒絶査定

通常:
2005-039318
標準

通常:
2005-039319
標準

通常:
2005-039666
標準

通常 2005-039813

01,03,05,29

82

バージンセリシン

通常:
2005-039901
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】ぎょうざ

32
81

指定商品・役務

30

【01】蚕由来のたんぱく質を主成分とする食品添加物（化学品に属するものに限る）
【03】蚕由来のたんぱく質を主成分とする化粧品
【05】蚕由来のたんぱく質を主成分とする人間用又は動物用薬剤，蚕由来のたんぱく質を
主成分とする食餌療法用食品，蚕由来のたんぱく質を主成分とする食餌療法用飲料，医
療用食品添加剤
【29】蚕由来のたんぱく質を主成分とする錠剤状・粉状・顆粒状・液体状又はカプセル入り
の加工食品
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.09 願書
2005.05.09 認定･付加情報
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条各号+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
2006.04.26 拒絶査定
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No.

83

84

商標（見本）

商標

ふっくら赤たまご

花粉症対策

種別 出願番号

区分

86

87

88

おいしいくじら

チヂミ天

太陽草

ＨＥＡＲＴＳ

29

【29】青ジソを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成 【中間記録情報】
形してなる加工食品，赤ジソを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液 [審査]
2005.05.09 願書
状・又は打錠成形してなる加工食品，メントールを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，ビタミンＣを主原料とする錠剤
状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，βカロチン 2006.04.28 拒絶査定
を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加
工食品，マグネシウムを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又
は打錠成形してなる加工食品，セレンを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・
粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，亜鉛を主原料とする錠剤状・カプセル状・
顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，霊芝を主原料とする錠剤
状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，ＤＨＡ（ドコ
サヘキサエン酸）を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打
錠成形してなる加工食品，ＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）を主原料とする錠剤状・カプセル
状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，ペパーミントを主原料と
する錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，バ
ラの花びら抽出エキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又
は打錠成形してなる加工食品，甜茶抽出エキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒
状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，その他のハーブ・ミネラル・ビタミ
【29】食用魚介類（生きているものを除く。），加工水産物
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.21 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)
2006.04.07 拒絶査定

通常:
2005-039906
標準

通常:
2005-040025
標準

通常 2005-040277

【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.10 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

30

【30】しょうゆ・みそ・水あめ・食酢・食塩・ソース（ケチャップソース及びマヨネーズソースを除
く）・ケチャップソース・マヨネーズソース及びその他の調味料，とうがらし粉及びその他の香
辛料，肉まんじゅう，ぎょうざ，しゅうまい，天ぷら粉・唐揚げ粉およびその他の食用粉類，
米菓子，めん類・もち及びその他の穀物の加工品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.11 願書
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.11 拒絶査定

29

【29】コラーゲンを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・カプセル 【中間記録情報】
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 [審査]
2005.05.12 願書
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 2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
かけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2006.04.04 拒絶査定

通常:
2005-040854
標準

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.09 願書
2005.08.05 出願人名義変更届
2005.08.05 手続補足書
2005.09.16 手続補正指令書(中間書類)
2005.09.29 手続補正書(方式)
2005.11.02 認定･付加情報
2005.11.02 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定

29
通常:
2005-040596
標準

通常:
2005-041485
標準

中間記録

【29】卵，味付けゆで卵，温泉卵，燻製卵，その他の加工卵

29
85

指定商品・役務

29
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No.

89

90

91

92

93

商標（見本）

商標

振徳堂

§Ｃ

ごくせん 極選

ｅ豆乳

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【33】日本酒，果実酒

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 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
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定

30

【30】キャンデー

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2005.05.13 認定･付加情報
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.18 拒絶査定
2007.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29,31

【29】乳製品，食肉，卵，食用魚介類，冷凍野菜，冷凍果実
【31】食用魚介類，海藻類，野菜，果実

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

29

【29】豆乳

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.30 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)
2006.01.24 手続補正書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

32

【32】ビール，ミネラルウォーター，その他の清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキ 【中間記録情報】
[審査]
ス，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
2005.05.18 願書
2005.05.18 認定･付加情報
2005.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.07.08 意見書
2005.07.08 手続補足書
2005.07.15 認定･付加情報
2005.08.11 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶査定

通常 2005-041930

通常 2005-041992

通常:
2005-042022
標準

通常:
2005-043167
標準

アジアンカクテル＼ＡＳＩＡＮ Ｃ
分割 2005-043254
ＯＣＫＴＡＩＬ

※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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３条拒絶（食品）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

94

フェタキューブ＼ＦＥＴＡ ＣＵＢＥ 通常 2005-043970

29
95

紫汁＼むらさきじる

通常 2005-044246

30

96

§いわ＼くら

通常 2005-044313

29,30,32

97

ディオスコレア＼ジオスコレア＼
通常 2005-044340
ＤＩＯＳＣＯＲＥＡ

※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

【29】たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の
加工食品，ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ミネラルを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
品，鉄・ラクトフェリンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液
状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加
工食品，アミノ酸を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ファットスプレッド，マーガリン，植物性脂肪からなるクリーム，ショートニング，ラー
ド，ヘット，その他の食用油脂，妊産婦用粉ミルク，成人用機能性ミルク（ラクトフェリン等機
能性たんぱく質・ビタミン・ミネラルを添加した成人用或いは高齢者用液状・粉末状ミルク），
その他の乳製品，コンパウンドクリーム（乳脂肪及び植物脂肪からなるクリーム），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，食肉の天ぷら・フライ・か
ら揚げ，コロッケ，焼き鳥，その他の肉製品，魚介類の天ぷら・フライ・から揚げ，その他の
加工水産物，野菜の天ぷら・フライ・から揚げ，マッシュポテト，フルーツソース，サラダ，そ
の他の加工野菜及び加工果実，野菜・魚介類を主材料とする天ぷら・フライ，野菜・食肉を
主材料とする天ぷら・フライ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐コロッケ，その他の
豆腐，おからコロッケ，納豆，加工卵，卵の天ぷら・フライ，スープ，カレー・シチュー又は
【29】ポリフェノールを含有する植物エキスを主原料とする錠剤状・粉末状・カプセル状・顆
粒状・液状の加工食品，甘藷若葉末を主原料とする青汁，甘藷若葉末を主原料とする青汁
のもと，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，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.19 願書
2005.05.19 認定･付加情報
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))
2006.01.17 手続補正書
2006.01.17 意見書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.01.17 認定･付加情報
2006.01.18 手続補足書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.19 願書
2005.05.20 認定･付加情報
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

【30】食用粉類，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン，みそ，ウース
【中間記録情報】
ターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッ [審査]
シング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリー 2005.05.20 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ソルト，化学調味料，茶，コーヒー及びココア
号)
2006.01.18 手続補正書
2006.01.18 意見書
2006.01.20 手続補足書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定
【29】ビタミン・ミネラル・ハーブ又は油脂を主成分とする顆粒状・錠剤状・ゲル状・カプセル 【中間記録情報】
状の加工食品
[審査]
【30】菓子及びパン，穀物を主成分とする顆粒状・錠剤状・粉末状・ゲル状・カプセル状の加 2005.05.20 願書
工食品
2005.05.20 認定･付加情報
【32】清涼飲料，果実飲料
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))
2006.01.18 手続補正書
2006.01.18 意見書
2006.01.20 手続補足書
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.13 認定･付加情報
2006.04.24 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０４.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

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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，
【30】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]
2005.05.20 願書
2005.05.20 認定･付加情報
2006.01.06 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))
2006.04.07 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

32

【30】冷蔵保存・冷凍保存または常温保存型のパスタめんおよび冷蔵保存・冷凍保存また
は常温保存型の調理済みパスタ，生パスタ，即席パスタ，パスタ用粉類，パスタ料理用ド
レッシング，パスタ料理用香辛料，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 ム用安定剤
【32】ミネラルウォーター

32

【32】ミネラルウォーター

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2005.05.23 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

09,16,32,33,41,43

98

ＰＡＲＴＹ＼ＡＮＤ ＷＩＮＥ

通常 2005-044495

30

99

バス弁

通常:
2005-044560
標準

30
100

101

102

ソイビーン パスタ＼そいびー
通常 2005-044862
ん ぱすた＼Ｓｏｙｂｅａｎ Ｐａｓｔａ

富士山天然水バナジウム
ウォーター

富士山朝霧水

通常:
2005-044887
標準

通常:
2005-044888
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]
2005.05.20 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.19 意見書
2006.04.11 拒絶査定
2006.08.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2005.05.23 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０４.xls
No.

103

104

105

106

商標（見本）

商標

フレッシュ１３８やさい

黒部川伏流水

発芽ごはん

アルファキューエル＼αＱＬ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2005.05.23 手続補足書
2005.06.21 認定･付加情報
2005.06.21 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

32

【32】清涼飲料水

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

30

【30】ごはん

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2005.05.24 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.03 拒絶査定

05,29,30,32

【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，αリポ酸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
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
【16】印刷物
【29】ハーブを主原料とする液状・粉末状・錠剤状・カプセル状の加工食品
【30】茶

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2005.05.24 認定･付加情報
2006.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 拒絶査定
2006.11.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-044898
標準

通常:
2005-044981
標準

通常 2005-045274

通常 2005-045279

ボタニカルズレミディー＼Ｂｏｔａ
通常 2005-045426
ｎｉｃａｌｓｒｅｍｅｄｙ

※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】野菜，果実，花

16,29,30
107

指定商品・役務

31
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

108

109

110

111

112

113

パリパリ野菜

グルタチオン

ラフレーズ

ラフレーズ シュクレ

エゴマこんにゃく

讃岐製麺所

指定商品・役務

03,29

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.10 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.28 拒絶査定
2006.05.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【03】せっけん類，化粧品
【中間記録情報】
【29】海藻類・大豆・亜鉛・ビタミン・ミネラル・加工野菜・加工果実・食用たんぱくを主原料と [審査]
してなる液状・粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状の加工食品，キノコ類・穀物類・和漢草類・ 2005.05.25 願書
2005.05.25 認定･付加情報
とうもろこし類を主原料としてなる液状・粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状の加工食品
2005.10.12 刊行物等提出書
2005.11.09 認定･付加情報
2005.11.16 刊行物等提出による通知書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.27 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 願書
2005.05.27 認定･付加情報
2006.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.17 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

29

【29】こんにゃく

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 願書
2005.05.27 認定･付加情報
2006.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.17 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.16 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定
2006.05.16 再送

30,43

【30】穀物の加工品
【43】飲食物の提供

通常:
2005-045636
標準

通常:
2005-046089
標準

通常:
2005-046538
標準

通常:
2005-046539
標準

通常 2005-046661

通常:
2005-046719
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】菓子及びパン

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2005.06.07 認定･付加情報
2005.10.24 刊行物等提出書
2005.11.25 認定･付加情報
2005.12.02 刊行物等提出による通知書
2005.12.09 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０４.xls
No.

114

115

116

117

118

119

商標（見本）

商標

京の＼祇園ぜんざい

三州

ＧＲＡＮＤ’ＥＳＰＲＥＳＳＯ

百香果

忠武キンパ

ＴＯＴＡＬＣＡＲＥ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子及びパン，和菓子

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2005.06.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.06.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 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，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，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

30

【30】コーヒー，コーヒー豆

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.27 願書
2005.07.09 刊行物等提出書
2005.07.19 刊行物等提出書
2005.08.10 認定･付加情報
2005.08.18 認定･付加情報
2005.08.19 刊行物等提出による通知書
2005.08.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.08.26 刊行物等提出による通知書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.13 手続補正書
2006.01.13 意見書
2006.01.13 手続補足書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.05.30 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.28 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】のり巻き

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.19 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定

29,32

【29】食用アミノ酸、その他の食用蛋白質、Ｌ―グルタミン・Ｌ－アルギニン・Ｌ－メチオニン・ 【中間記録情報】
Ｌ－カルニチン・Ｌ－ヒスチジン・アミノ酸・クエン酸を主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・カ [審査]
プセル状・液体状の加工食品
2005.05.19 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【32】清涼飲料、果実飲料、乳清飲料
2006.04.14 拒絶査定

通常 2005-046798

通常:
2005-046875
標準

通常:
2005-047301
標準

通常:
2005-047802
標準

通常 2005-048341

通常:
2005-048866
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）２００６．０４.xls
No.

120

121

122

123

124

125

126

商標（見本）

商標

ＦＩＮＥ ＭＩＬＫ

ペプチド納豆

グルコサミンペプチド納豆

上高地天然水

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]
2005.06.02 願書
2005.06.02 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定

29

【29】納豆

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.02 願書
2005.12.20 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))
2006.01.05 手続補正書
2006.04.18 拒絶査定

29

【29】納豆

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.02 願書
2005.12.20 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))
2006.01.05 手続補正書
2006.04.18 拒絶査定

32

【32】鉱泉水

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.02 願書
2005.08.16 出願人名義変更届
2005.10.04 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.27 意見書
2006.04.21 拒絶査定

32

【32】鉱泉水

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.01 手続補正書
2006.03.01 意見書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.10 認定情報通知書
2006.04.28 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.01 意見書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.10 認定情報通知書
2006.04.28 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

通常 2005-048996

通常:
2005-049207
標準

通常:
2005-049208
標準

通常:
2005-049237
標準

飲む温泉＼那須＼おんせん水 通常 2005-049504

那須＼岩清水

焼酎金時

通常 2005-049505

通常:
2005-049563
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]
2005.06.03 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.25 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

127

128

129

130

131

132

133

134

大豆のおいしさ伝えます

すぐれもの

ブレスエチケット

霊芝旨茶

霜降りデンドロビウム

ウインナーボール

涼茶

中野の阿蘇の絹ナス

指定商品・役務

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2005.06.03 認定･付加情報
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.24 拒絶査定

33

30

【30】菓子

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.25 拒絶査定

30,32

【30】霊芝を含む茶
【32】霊芝を含む清涼飲料，霊芝を含む果実飲料

31

【31】デンドロビウム

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2005.06.07 認定･付加情報
2006.01.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.20 手続補正書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.02.20 意見書
2006.04.27 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 拒絶査定

29

【29】食肉，肉製品，加工水産物

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.06 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.15 意見書
2006.02.17 手続補足書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定

30

【30】茶

29,31

【29】なすの漬物
【31】なす

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.06 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.21 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2005.07.22 手続補正指令書(出願)
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 拒絶査定

通常:
2005-049627
標準

通常 2005-049698

通常:
2005-049703
標準

通常:
2005-049730
標準

通常:
2005-049962
標準

通常:
2005-050054
標準

通常:
2005-050277
標準

通常:
2005-050422
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，植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼ
リー状の加工食品，乳製品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
状の加工食品，肉製品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
の加工食品，加工水産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
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０４.xls
No.

135

136

商標（見本）

商標

焼酎市場

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 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
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
【30】酵母・小麦胚芽・大豆・トウモロコシを主原料とする錠剤状・液状・粒状・粉状・顆粒状・
カプセル状の加工食品，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，
【29】ステロイド配糖体を含む植物の粉砕物またはその抽出物を主成分とする粉状・粒状・
顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・クリーム状・ゼリー状・液状・棒状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.07 願書
2005.06.07 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

通常 2005-050427

オールネイチャー＼ＡＬＬＮＡＴＵ
通常 2005-050642
ＲＥ

ホーディア＼Ｈｏｏｄｅａ

通常 2005-050715

29,30,31,32

138

ナノフコイダン

通常 2005-050826

33
139

若松うまか芋

通常 2005-050957

※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】焼酎その他の日本酒

29

137

指定商品・役務

33

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.07 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.10 拒絶査定

【29】フコイダンを原料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプ 【中間記録情報】
セル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品，食用油脂，乳製品， [審査]
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 2005.06.07 願書
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 2006.01.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
【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
2006.04.04 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
2007.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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】海藻類，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。），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，
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
【32】フコイダンを含有する清涼飲料，フコイダンを含有する果実飲料，フコイダンを含有す
るビール，フコイダンを含有する果実飲料，フコイダンを含有するビール製造用ホップエキ
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定
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No.

140

141

142

143

144

145

146

商標（見本）

商標

若松うまかそば

若松うまか米

ホーディアダイエット

温泉発芽玄米

醤油塩

もろみ塩

Ｎ－３＼エヌサン

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]
2005.05.26 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 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]
2005.05.26 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

29

【29】天然ハーブを主原料とするカプセル状・錠剤状・液状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 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 2005.05.26 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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
第4条1項11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
2006.04.28 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

30

【30】醤油製造過程により抽出した塩

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

31

【31】塩

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 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】
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
[審査]
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
2005.06.08 願書
め物，豆，食用たんぱく
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【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
2006.04.14 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，ドレッシング，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

通常 2005-050958

通常 2005-050959

通常 2005-050961

通常 2005-050977

通常:
2005-050997
標準

通常:
2005-050998
標準

通常 2005-051103

※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.

147

148

149

150

商標（見本）

商標

蛇喰渓谷∞じゃばみけいこく

筑後川蒸留所

銀座中条 豆乳クーヘン

ザラート

種別 出願番号

区分

152

153

154

黒キムチ

今日もすこやか

ザラメ

まいうーモナカ

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.08 願書
2005.06.09 手続補足書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.01.06 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))
2006.04.07 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]
2005.06.08 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.14 意見書
2006.04.25 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.08 願書
2005.06.08 認定･付加情報
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.11 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
2005.06.08 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
2006.01.10 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)
2006.04.11 拒絶査定
【29】キムチ
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.08 願書
2005.06.08 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定

通常 2005-051209

通常 2005-051242

通常 2005-051326

通常:
2005-051329
標準

通常:
2005-051406
標準
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

31

【31】昆布

30

【30】最中を使用した菓子，最中を使用したアイスクリーム，最中を使用した菓子のもと，最 【中間記録情報】
[審査]
中を使用したアイスクリームのもと
2005.05.26 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

通常:
2005-051453
標準

通常 2005-051486

通常 2005-051503

※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
151

指定商品・役務

33
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.27 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.28 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定
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No.

155

156

157

158

商標（見本）

商標

ゴールデンプラム

初代コシヒカリ

エコフィード＼ＥＣＯＦＥＥＤ

うちごはんが、いいね。

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】プラム

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】コシヒカリ米

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

31

【31】飼料

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2005.06.10 手続補正書
2005.06.10 上申書
2005.06.21 認定･付加情報
2005.06.21 認定･付加情報
2005.06.21 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)
2006.01.24 手続補正書
2006.01.24 意見書
2006.04.14 拒絶査定
2006.04.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.12 手続補正書
2006.05.15 代理人受任届
2006.05.16 手続補足書
2006.09.05 上申書
2006.09.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16,29,30

【16】ステッカー，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，チェックライター，タイプライター，謄写
版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転複写機，マーキング用孔開型板，電気
式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装
フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製の
ぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナ
プキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルク
ロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【29】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，食用油脂，乳製品
【30】調味料，香辛料，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，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，

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.18 拒絶査定

通常 2005-051557

通常:
2005-051941
標準

通常 2005-052078

通常 2005-052082

※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.

159

160

161

162

商標（見本）

商標

§紅いもタルト

佐倉の名水

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.15 手続補正書
2006.02.15 意見書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.02.16 認定･付加情報
2006.03.06 上申書
2006.03.17 上申書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.04.24 認定･付加情報
2006.04.26 拒絶査定
2006.06.19 手続補正書
2006.06.19 手続補足書
2006.08.01 上申書
2006.08.15 上申書
2006.12.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

32

【32】飲料水，清涼飲料

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

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，飲料用野菜ジュース

通常 2005-052084

通常 2005-052089

ワインパスタ＼ＷＩＮＥ ＰＡＳＴＡ 通常 2005-052131

まるしぼり

エンカトウサ

通常 2005-052313

通常 2005-052367

※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】紅芋を用いたタルト

29
163

指定商品・役務

30

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.03 手続補正書
2006.03.03 手続補足書
2006.03.03 意見書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定
2006.06.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【29】ツバメの巣抽出精製物を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加 【中間記録情報】
[審査]
工食品
2005.06.10 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定
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No.

164

165

166

167

168

169

170

商標（見本）

商標

葉山ロール

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】ロールケーキ

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.31 願書
2005.06.24 手続補正指令書(出願)
2005.07.06 手続補正書
2005.08.12 認定･付加情報
2005.08.12 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定

30

【30】菓子，パン，チョコレート

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.12.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】菓子，パン，チョコレート

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.12.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

29

【29】カレーのもと

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

29

【29】油揚げ，豆乳，豆腐

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

29

【29】カレーのもと

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.31 願書
2005.07.29 手続補正指令書(出願)
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定

30

【30】桑葉の粉

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

通常:
2005-052507
標準

だだちゃまめの香ほり＼ダダ
チャマメノカホリ＼だだちゃまめ 通常 2005-052534
のかほり

ずんだのかほり＼ズンダノカホ
通常 2005-052535
リ

アイスカレー＼ＩＣＥ ＣＵＲＲＹ

京 丹 波

ご当地＼カレー

桑 グリーン

通常 2005-052536

通常:
2005-053010
標準

通常 2005-053012

通常 2005-053014

※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.

171

172

173

174

175

176

177

商標（見本）

商標

記載なし

藪川そば焼酎

梅グラッセ

種別 出願番号

区分

畑の牛乳

ウォーターサプリメント

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.31 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

33

【33】そば焼酎

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2006.01.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.19 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン，梅を加味した菓子

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2005.08.15 刊行物等提出書
2005.09.14 認定･付加情報
2005.09.30 刊行物等提出による通知書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 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，グレービーソース，ケ
チャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネー
ズソース，焼肉のたれ，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，ホイップクリーム用安定剤，酒かす

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2005.06.14 手続補足書
2005.07.14 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出書
2005.11.21 認定･付加情報
2005.11.22 刊行物等提出による通知書
2005.12.15 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.18 拒絶査定

30,43

【30】菓子及びパン
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2005.06.15 認定･付加情報
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.11 拒絶査定

29

【29】豆乳

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.02 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 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 【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
2005.06.02 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，
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
なめ物，豆，食用たんぱく，ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキスを主成分とした粒
状・顆粒状・液状・カプセル状の加工食品
項16号)
【32】ビール，清涼飲料水，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 2006.04.28 拒絶査定
ジュース，ペット用ミネラルウォーター，ペット用飲料

通常 2005-053046

通常:
2005-053224
標準

通常:
2005-053229
標準

通常:
2005-053376
標準

通常:
2005-053529
標準

通常 2005-053536

※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】加工野菜および加工果実

京醍醐＼きょう＼だいご＼みそ
通常 2005-053269
∞味噌

イタリアンシノワズリ

指定商品・役務

29
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No.

178

179

180

181

182

183

184

商標（見本）

商標

ちょうじゅんまい＼超純米

くるくま

森

飛騨ＭＩＬＫぷりん

伝来唐芋

伝来唐麦

腰巻地蔵寒餅

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】米

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
2005.06.15 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
2005.12.26 職権訂正履歴(職権訂正)
め物，豆，食用たんぱく
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

33

【33】日本酒

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.15 願書
2005.06.16 認定･付加情報
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.18 拒絶査定

30

【30】プリン，プリンの風味を有する菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.15 願書
2005.06.17 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.21 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]
2005.06.03 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 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]
2005.06.03 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 拒絶査定

30

【30】もち菓子

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.06.23 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

通常 2005-053602

通常:
2005-053661
標準

通常:
2005-053923
標準

通常:
2005-053927
標準

通常 2005-054004

通常 2005-054005

通常 2005-054156

※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]
2005.06.14 願書
2005.06.16 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.22 意見書
2006.03.23 手続補足書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定
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No.

185

186

187

188

189

190

191

商標（見本）

商標

ＫＡＩＳＯ－Ｕ

§薩州乃産物

純粋∞植物たまご

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

29

区分

【29】海藻油，その他の食用油脂，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，海藻油を主成分とする錠剤状・カプセル状・
チュアブル状・顆粒状・粒状・粉状・固体状・半固体状・液体状・ペースト状の加工食品，そ
の他の魚介類・海藻類およびその他の海産物・野菜類・果実類・穀物類およびその他の植
物・肉類・卵類等のエキスを主成分とする錠剤状・カプセル状・チュアブル状・顆粒状・粒
状・粉状・固体状・半固体状・液体状・ペースト状の加工食品

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.07.26 手続補正指令書(出願)
2005.08.23 手続補正書(方式)
2005.09.21 認定･付加情報
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.18 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

29

【29】卵，加工卵

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

31

【31】果実，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.06.17 手続補足書
2005.07.20 認定･付加情報
2005.07.20 認定･付加情報
2006.01.20 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))
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】米

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.06.17 認定･付加情報
2006.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.18 拒絶査定

30

【30】お菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.06 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

29

【29】豆腐を使用した調理食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.06 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

通常:
2005-054201
標準

通常 2005-054243

通常 2005-054253

コバヤシ ３９＼Ｋｏｂａｙａｓｈｉ ３
通常 2005-054263
９

大北カルシウム米

ニューヨークポップオーバー

豆腐ローフ

通常:
2005-054284
標準

通常 2005-054556

通常:
2005-054564
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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No.

192

193

194

195

商標（見本）

商標

コタラゴールド

生麸ういろ

にっぽんの洋食

スイーツパーラー

種別 出願番号

区分

197

198

ほんまち珈琲

ほんまちコーヒー

たまねぎ皮茶

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.06 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】菓子，パン

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.07.01 手続補正指令書(出願)
2005.07.08 手続補正書
2005.08.12 刊行物等提出書
2005.08.17 認定･付加情報
2005.08.17 認定･付加情報
2005.09.09 認定･付加情報
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2005.12.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.28 拒絶査定

29,30

【29】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， 【中間記録情報】
豆腐，納豆，加工卵
[審査]
2005.06.17 願書
【30】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
2005.06.20 認定･付加情報
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
2006.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.19 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，みそ，ウースターソー
ス，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，
ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，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，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】コーヒー，コーヒー豆
【43】コーヒーを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

30,43

【30】コーヒー，コーヒー豆
【43】コーヒーを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.06.17 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定

通常:
2005-054567
標準

通常 2005-054609

通常:
2005-054748
標準

通常:
2005-054768
標準

通常:
2005-054779
標準

通常:
2005-054780
標準

通常:
2005-054816
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】茶，菓子及びパン

30,43
196

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.06.17 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０４.xls
No.

199

200

201

202

203

商標（見本）

商標

常陸秋そば茶

常陸秋そばふりかけ

ハタハタ三枚卸し＼とぎなし

いきなりだご

味わうサプリメント

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】そば茶

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2005.08.08 刊行物等提出書
2005.09.07 認定･付加情報
2005.09.16 刊行物等提出による通知書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.18 拒絶査定

29

【29】そばを主原料とするふりかけ

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.18 拒絶査定

29,30

【29】ハタハタの加工水産物
【30】ハタハタをご飯・野菜・塩・酢・海藻とともに漬けた飯ずし

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.02.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.22 意見書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.04.20 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.06.18 手続補足書
2005.07.20 認定･付加情報
2005.07.20 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

29,30

【29】α－リポ酸を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック
状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，グルコサミンを主成分とする粒状・顆粒状・
液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，
コンドロイチンを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・
軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，コラーゲンを主成分とする粒状・顆粒状・液状・
ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，ＭＳＭ
（メチルスルフォニルメタン）を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・
スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，ヒアルロン酸を主成分とする粒状・
顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加
工食品，鶏冠抽出物を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・ス
ティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，大豆イソフラボンを主成分とする粒
状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の
加工食品，コエンザイムＱ１０を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末
状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，イチョウ葉を主成分とする粒
状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の
加工食品，アミノ酸を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティッ
ク状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，カテキンを主成分とする粒状・顆粒状・液
状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，カ
ルシウムを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カ
プセル状又はカプセル状の加工食品，食物繊維を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー
状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，セラミドを主
成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又は
カプセル状の加工食品，ウコンを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.25 拒絶査定

通常:
2005-054827
標準

通常:
2005-054828
標準

通常 2005-054857

通常:
2005-054898
標準

通常:
2005-055015
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
29,30

204

噛むサプリメント

通常:
2005-055016
標準

05,32
205

206

207

208

陰陽五行

ＰＵＲＥ ＮＡＴＵＲＡＬ Ｃ

御陵の糸

パン・ド・スフレ

通常:
2005-055478
標準

指定商品・役務
【29】α－リポ酸を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック
状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，グルコサミンを主成分とする粒状・顆粒状・
液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，
コンドロイチンを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・
軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，コラーゲンを主成分とする粒状・顆粒状・液状・
ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，ＭＳＭ
（メチルスルフォニルメタン）を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・
スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，ヒアルロン酸を主成分とする粒状・
顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加
工食品，鶏冠抽出物を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・ス
ティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，大豆イソフラボンを主成分とする粒
状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の
加工食品，コエンザイムＱ１０を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末
状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，イチョウ葉を主成分とする粒
状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の
加工食品，アミノ酸を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティッ
ク状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，カテキンを主成分とする粒状・顆粒状・液
状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，カ
ルシウムを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カ
プセル状又はカプセル状の加工食品，食物繊維を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー
状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，セラミドを主
成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又は
カプセル状の加工食品，ウコンを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末
【05】漢方薬，その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼
帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこ
う，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防
虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，漢方生薬を配合してなる食餌療法用食品
【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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.20 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.20 拒絶査定

29

【29】ハーブ又は野菜を主成分とする顆粒状・粒状・粉末状・液状・ゼリー状・カプセル状・錠 【中間記録情報】
[審査]
剤状の加工食品
2005.06.20 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】そうめん

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.06 願書
2005.07.08 手続補正指令書(出願)
2005.10.14 通知書(却下処分前通知)
2005.10.17 手続補正書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】パン，冷凍パン生地，即席菓子のもと，食用粉類

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.20 願書
2005.06.21 認定･付加情報
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.27 拒絶査定

通常:
2005-055561
標準

通常 2005-055618

通常:
2005-055691
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]
2005.06.17 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.25 拒絶査定
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No.

209

210

211

212

213

214

215

216

商標（見本）

商標

パンドスフレ

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 2005.06.20 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.04.24 拒絶査定
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
2006.06.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
用グルテン

29,32

【29】ミネラル類・ビタミン類・アミノ酸類・糖類又はタンパク質から選ばれた少なくとも１種類 【中間記録情報】
を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・ペースト状又は液体状の加工食 [審査]
品
2005.06.21 願書
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
2005.06.21 認定･付加情報
2006.01.27 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))
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.21 願書
2005.06.21 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

29

【29】加工した梅

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.21 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.18 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2005.07.04 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

29

【29】活性炭を利用した加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.23 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

30

【30】鰹及び昆布から抽出した出汁を濃縮した液状調味料、その他液状調味料

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.28 拒絶査定

通常:
2005-055692
標準

通常:
2005-055729
標準

ガレット・ラカンカ＼Ｇａｌｅｔｔｅ Ｌａ
通常 2005-055730
ｃａｎｃａ

たたき梅

栃木名物＼§ちたけつゆ

飲む炭

だし吟醸

通常:
2005-056020
標準

通常 2005-056110

通常:
2005-056301
標準

通常:
2005-056733
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】パン，冷凍パン生地，即席菓子のもと，食用粉類

エステートリザーブ＼ＥＳＴＡＴＥ
通常 2005-055701
ＲＥＳＥＲＶＥ

ダイエットシェイク

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.20 願書
2005.06.21 認定･付加情報
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.27 拒絶査定
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No.
217

218

219

220

商標（見本）

商標
宍道湖嫁ヶ島

キャベツ豆腐

感動創造

感動創造

種別 出願番号

区分

222

223

感動創造

感動創造

感動創造

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.08 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定

29

【29】豆腐、豆乳

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.08 願書
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2006.01.06 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))
2006.04.14 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
2005.06.22 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
2005.06.23 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.28 意見書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定

30

【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，みそ，
ウースターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつ
ゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，ごま塩，食塩，すりごま，
セロリーソルト，化学調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー
豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼
き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イース
トパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みの
えん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン

通常:
2005-056752
標準

通常:
2005-056756
標準

通常 2005-056763

通常 2005-056764

通常 2005-056765

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.23 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.28 手続補正書
2006.02.28 意見書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.01 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定
【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
【中間記録情報】
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， [審査]
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， 2005.06.22 願書
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。），蚕類， 2005.06.23 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
2006.02.28 意見書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.23 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.28 意見書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.04.07 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]
2005.06.22 願書
2005.06.23 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.28 意見書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定

通常 2005-056766

通常 2005-056767

※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】菓子及びパン

31

221

指定商品・役務

30
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No.

224

225

226

227

228

229

230

商標（見本）

商標

毎朝快調茶

じゅんさいそば

コメーユ

天狗鼻

アンダルシア

おまかせブーケ

デザイナーズブーケ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】茶

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.07.08 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.16 意見書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】そばのめん

29

【29】食用油脂

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2005.07.08 手続補正指令書(出願)
2005.07.19 手続補正書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.28 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.25 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]
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.25 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]
2005.06.24 願書
2005.06.28 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

31

【31】木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.25 拒絶査定

31

【31】木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.25 拒絶査定

通常:
2005-057259
標準

通常:
2005-057279
標準

通常:
2005-057440
標準

通常:
2005-057443
標準

通常:
2005-057513
標準

通常:
2005-057565
標準

通常:
2005-057566
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.

231

232

233

234

235

236

237

商標（見本）

商標

サッチャインチ

パールミルクティー

黒とまと＼黒トマト

寒天豆乳 コラーゲン入り

§ＷＥＳＴＭＩＮＳＴＥＲ

ＷＥＳＴＭＩＮＳＴＥＲ

信州プルーン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【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
2005.06.24 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
2005.07.04 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく，ブルーベリーやローヤルゼリーを主成分とする粉末状・錠剤状・
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
カプセル状・顆粒状又はゲル状の加工食品
項16号)
2006.04.25 拒絶査定

30,32

【30】タピオカ入りミルクティー，ミルクティー，茶
【32】タピオカ入り清涼飲料

30,31

【30】トマトケチャップ、トマトソース
【31】トマト

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.13 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 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]
2005.06.27 願書
2006.01.23 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))
2006.04.24 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]
2005.06.27 願書
2005.08.09 刊行物等提出書
2005.09.06 認定･付加情報
2005.09.12 刊行物等提出による通知書
2005.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.23 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))
2006.04.24 拒絶査定

29,31

【29】冷凍果実，加工野菜及び加工果実
【31】果実

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.13 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

通常 2005-057683

通常:
2005-057807
標準

通常 2005-057835

通常:
2005-057838
標準

通常 2005-058188

通常:
2005-058189
標準

通常 2005-058321

※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]
2005.06.14 願書
2005.07.22 手続補正指令書(出願)
2005.08.17 手続補正書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.28 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.13 願書
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定
2006.06.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

238

239

商標（見本）

商標

カンテン式

黒まい茶

種別 出願番号

区分

241

242

243

244

ナッツ＆ライスチップス

薩州牛

甘い香

焼うにぎり

九条せんべい

30

【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
【中間記録情報】
く。），米，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品，サンドイッチ，すし， [審査]
2005.06.15 願書
べんとう，菓子及びパン，アイスクリームのもと，こうじ，酵母，酒かす
2005.07.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.06 認定･付加情報
2005.07.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.28 拒絶査定
【30】菓子及びパン
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2005.06.29 認定･付加情報
2005.10.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

通常 2005-058325

通常 2005-058829

通常 2005-059134

29

【29】牛肉

31

【31】食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，糖料作物，麦芽，とうもろこし，麦，ご 【中間記録情報】
[審査]
ま，そば，種子類，苗，苗木，木，草，芝，飼料，飼料用たんぱく
2005.06.17 願書
2006.01.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.14 手続補正書
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】おにぎり、べんとう、すし

30

【30】菓子及びパン

通常 2005-059340

通常 2005-059961

通常:
2005-060493
標準

通常:
2005-060509
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 【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
2005.06.14 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
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
め物，豆，食用たんぱく
項16号)
【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
2006.04.28 拒絶査定

30

240

指定商品・役務

29,32
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.20 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.28 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.20 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定
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No.

245

246

247

248

249

250

商標（見本）

商標

健康波動水

Ｅｌｄｅｒｆｌｏｗｅｒ＼エルダーフラ
ワー＼エルダー

荏胡麻＼豆腐

グリーン＼ねぎ

ファンネルケーキ

薩摩つけもの工房

種別 出願番号

区分

表参道茶寮

32

【32】ハーブの濃縮液を成分とした清涼飲料，その他の清涼飲料，ハーブの濃縮液を成分 【中間記録情報】
[審査]
とした果実飲料，その他の果実飲料
2005.07.04 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.28 拒絶査定

29

【29】豆腐を主材とする総菜

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.05 願書
2005.07.05 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.15 意見書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.04.26 拒絶査定

31

【31】ねぎ

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.07.22 手続補正指令書(出願)
2005.08.04 手続補正書
2005.09.16 却下理由通知書(中間書類)
2005.10.04 手続補正書(方式)
2005.11.11 認定･付加情報
2006.01.06 手続却下の処分(却下理由)
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

30

【30】ケーキ

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.08.19 手続補正指令書(出願)
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.28 拒絶査定
2006.05.23 再送

29

【29】加工野菜及び加工果実，肉製品，加工水産物

通常 2005-060513

通常 2005-061033

通常 2005-061194

通常 2005-061563

通常 2005-063277

通常:
2005-063618
標準

通常 2005-064079

※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】ミネラルウォーター，鉱泉水

30,43
251

指定商品・役務

32

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.20 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.28 意見書
2006.04.28 拒絶査定
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，コーヒー豆，サンドイッチ，べんとう，ホットドッ 【中間記録情報】
グ，ミートパイ，ラビオリ，オムレツ，ハンバーガー
[審査]
2005.07.12 願書
【43】飲食物の提供
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.25 拒絶査定
2006.06.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【30】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，
コーヒー豆，氷，菓子及びパン，穀物の加工品，アーモンドペースト，べんとう，ハンバー
ガー，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，コーヒー豆，みそ，ドレッ
シング，水あめ，ごま塩，調味料，香辛料，酒かす，食用グルテン，米，こうじ，イーストパウ
ダー，酵母，ベーキングパウダー，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，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，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，
ラビオリ
【41】専門学校における教育，討論会の手配及び運営，会議の手配及び運営，セミナーの
手配及び運営，シンポジウムの手配及び運営，研修会の手配及び管理，ビューティーコン
テストの手配，書籍の制作，映画フィルムの貸与，映画館の提供，会員制による教育・娯楽
の提供，教育又は娯楽に関する競技会の運営，運動競技会の運営，通信教育による知識
の教授，デジタル画像処理，録音又は録画済み記録媒体の複製，ビデオテープの編集，
教育情報の提供，教育上の試験の実施，知識又は技芸の教授，コンピュータを利用して行
う書籍の制作，文化又は教育のための展示会の運営，映画の制作，オンラインによるゲー
ムの提供，職業訓練，体操の教授，ヘルスクラブの提供，教育情報の提供，レクリエーショ
ン情報の提供，図書の貸出し，演芸の上演、演劇の上演、音楽の演奏，映画フィルムの貸
与，公開・展示を行う美術館の提供，音楽・演芸会場の提供，ニュースレポーターによる取
材・報告，幼児教育，写真による報道，写真撮影，体育の教授，実地教育，ラジオ及びテレ
ビジョンの番組の制作，ビデオテープ映画の制作，オンラインによる図書及び記録の供覧，
運動施設の提供，オンラインによる書籍の制作レクリエーション施設の提供，録音済み記
録媒体の貸与，運動用具の貸与（但し「乗物」を除く），競技場の提供，翻訳，個人に対する
知識の教授，
【44】あん摩・マッサージ及び指圧，美容，健康管理に関する指導及び助言，医業，エステ
ティクサロン，リラクゼーション，アロマテラピーの提供，予後保養所における医業，花の飾
りつけ，庭園の手入れ，医療補助，薬局における助言，精神分析，理容・美容，入浴施設
【30】米
【35】商品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.05 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.14 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]
2005.06.20 願書
2005.08.12 手続補正指令書(出願)
2005.08.20 手続補正書
2005.09.21 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 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]
2005.06.20 願書
2005.08.12 手続補正指令書(出願)
2005.08.20 手続補正書
2005.09.06 刊行物等提出書
2005.10.06 認定･付加情報
2005.10.06 認定･付加情報
2005.10.14 刊行物等提出による通知書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

30,41,44

252

脳内ダイエット

通常 2005-066413

30,35

253

254

255

ネットライス＼ＮＥＴ ＲＩＣＥ＼Ｎ
通常 2005-066420
ＥＴ－ＲＩＣＥ

いも一番

いもちゅう＼芋酎

通常 2005-069008

通常 2005-069009

※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]
2005.07.05 願書
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2005.08.08 手続補正書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定

2007/3/1
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３条拒絶（食品）２００６．０４.xls
No.
256

257

258

商標（見本）

商標
房総漁師のアジ辛味噌

いわき＼§かまぼこ工房

図形商標

種別 出願番号

区分

中間記録

【29】みそと水産物を主体とした惣菜，ふりかけ，魚の加工食品
【43】飲食物の提供

29,41

【29】乳製品，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
【中間記録情報】
【41】かまぼこ作りの教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，かまぼこ製造工程の [審査]
見学会の企画・運営又は開催，かまぼこ製造の体験会の企画・運営又は開催，かまぼこに 2005.07.28 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
関するセミナーの企画・運営又は開催，かまぼこに関する資料の展示
条1項11号を除く))
2006.04.25 拒絶査定

29,41

【29】乳製品，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
【中間記録情報】
【41】かまぼこ作りの教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，かまぼこ製造工程の [審査]
見学会の企画・運営又は開催，かまぼこ製造の体験会の企画・運営又は開催，かまぼこに 2005.07.28 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
関するセミナーの企画・運営又は開催，かまぼこに関する資料の展示
条1項11号を除く))
2006.04.25 拒絶査定

通常:
2005-069073
標準

通常 2005-069982

通常 2005-069985

指定商品・役務

29,43

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.12 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定

03,16,29,30,31,32,3 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，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]
5,41,43,44

259

マクロビアン

通常:
2005-079032
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。

2005.08.24 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2006.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【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， 2006.04.03 意見書
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 2006.04.11 拒絶査定
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， 2006.06.29 手続補正書(方式)
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【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
【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
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