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No.

商標（見本）

1

2

3

商標

函館がごめこんぶ

ＰＥＮＺＡ

ヘルシー お茶づけ カフェ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】昆布

30

【30】穀物を主原料とする棒状の加工食品，茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，み 【中間記録情報】
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 [審査]
2004.10.14 願書
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，化学調味料，香辛料，アイスク 2004.10.18 優先権証明書提出書
2004.11.16 認定･付加情報
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， 2005.02.04 拒絶理由通知書(その他+第4条1項11号)
2005.04.28 手続補正書
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 2005.04.28 意見書
2005.05.02 手続補足書
テン
2005.06.02 認定･付加情報
2005.06.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.15 期間延長請求書
2005.10.24 意見書
2005.10.25 手続補足書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

30,43

【30】穀物の加工品
【43】飲食物の提供

通常:
2004-090494
標準

優先 2004-094018

通常:
2004-108899
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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【中間記録情報】
[審査]
2004.09.16 願書
2004.11.05 手続補正指令書(出願)
2004.11.10 手続補正書
2004.12.24 刊行物等提出書
2005.01.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.01.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.01.18 認定･付加情報
2005.01.18 認定･付加情報
2005.01.27 認定･付加情報
2005.02.04 刊行物等提出による通知書
2005.03.07 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.03.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.04.05 意見書
2005.06.17 手続補正指令書(中間書類)
2005.06.30 認定･付加情報
2005.09.08 手続補正書
2005.10.12 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定
2006.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

【中間記録情報】
[審査]
2004.11.09 願書
2006.02.03 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))
2006.05.12 拒絶査定
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No.

商標（見本）

4

5

商標

黒五

ＦＬＡＶＡＮＱ１０

種別 出願番号

区分

7

8

Ｑ１０ＦＬＡＶＡＮ

ごうしゅう

29,32

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.17 願書
2004.12.28 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)
2006.05.19 拒絶査定

30

【29】ユビキノンを主原料とする固形状（冷凍のものを含む。）・スティック状・球状・ペースト
状・クリーム状・ビスケット状・錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状・タブレット状・ゼリー状ま
たは液状の加工食品，ポリフェノールを含有する植物エキスを主原料とする固形状（冷凍
のものを含む。）・スティック状・球状・ペースト状・クリーム状・ビスケット状・錠剤状・粉末
状・顆粒状・カプセル状・タブレット状・ゼリー状または液状の加工食品，ユビキノンとポリ
フェノールを含有する植物エキスを主原料とする固形状（冷凍のものを含む。）・スティック
状・球状・ペースト状・クリーム状・ビスケット状・錠剤状・粉末状・カプセル状・タブレット状・
ゼリー状または液状の加工食品，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，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
【29】ユビキノンを主原料とする固形状（冷凍のものを含む。）・スティック状・球状・ペースト
状・クリーム状・ビスケット状・錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状・タブレット状・ゼリー状ま
たは液状の加工食品，ポリフェノールを含有する植物エキスを主原料とする固形状（冷凍
のものを含む。）・スティック状・球状・ペースト状・クリーム状・ビスケット状・錠剤状・粉末
状・顆粒状・カプセル状・タブレット状・ゼリー状または液状の加工食品，ユビキノンとポリ
フェノールを含有する植物エキスを主原料とする固形状（冷凍のものを含む。）・スティック
状・球状・ペースト状・クリーム状・ビスケット状・錠剤状・粉末状・カプセル状・タブレット状・
ゼリー状または液状の加工食品，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，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
【30】茶

30

【30】那須地方産こしひかりを原料としたみそ

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.15 願書
2005.04.21 刊行物等提出書
2005.05.27 認定･付加情報
2005.06.03 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)
2006.01.17 手続補正書
2006.01.17 意見書
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2004-109333
標準

通常 2004-115365

通常 2004-115366

通常:
2004-115802
標準

§那須∞自然の味と香り∞本
造り＼こしひかり味▲噌▼＼地 通常 2005-011963
場産∞製産＼之印

※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，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッ 2004.11.30 願書
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， 2005.05.20 拒絶理由通知書(その他+第8条1項+第4
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 条1項11号)
2005.06.29 手続補正書
と，酒かす，脱穀済みのえん麦，食用グルテン
2005.11.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.07 刊行物等提出書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.01.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.03 刊行物等提出による通知書
2006.05.19 拒絶査定

29,32

6

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
[審査]
2004.12.17 願書
2005.01.20 手続補正書(方式)
2005.01.20 手続補正指令書(出願)
2005.02.18 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)
2006.05.19 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.20 願書
2005.07.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.08.03 意見書
2006.05.12 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
33

9

ＥＬＩＺＡＢＥＴＨＡＮ

指定商品・役務
【33】スコットランド産のウイスキー

通常:
2005-012129
標準

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.02.15 願書
2005.02.15 認定･付加情報
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.28 意見書
2005.11.28 手続補足書
2006.01.05 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.11 認定･付加情報
2006.01.17 手続補正書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定
2006.10.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
05,30,32,35,38,41,4 【05】薬剤，カプセル，歯科用材料，医療用腕環，乳糖，乳児用粉乳
【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 [審査]
4

10

デトックス＼Ｄｅｔｏｘ

通常 2005-015278

29
11

Ｃａｍｍｅｎｂｅｒｔ ｅｔ ｂｌｅｕ

通常:
2005-015875
標準
29

12

Ｂｌｕｅ ｉｎ Ｃａｍｍｅｎｂｅｒｔ

2005.02.10 願書
（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 2005.03.11 手続補正指令書(出願)
2005.04.01 手続補正書
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
2005.05.25 手続補正書
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
2005.05.27 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
用グルテン
2005.07.08 手続補正指令書(中間書類)
【32】ビール，ビール製造用ホップエキス，飲料用野菜ジュース
2005.10.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【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， 2005.11.01 手続補正書
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 2005.11.11 出願人名義変更届
2005.11.11 手続補足書
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・ 2005.12.08 認定･付加情報
2006.01.20 認定･付加情報
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提 2006.01.23 認定･付加情報
供，自動販売機の貸与
2006.01.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給
2006.02.01 協議命令書
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの 2006.02.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演 号)
芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上 2006.03.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビ 2006.03.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
デオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映
2006.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，ス
ポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽 2006.04.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.08 拒絶査定
の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除
く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演 2006.05.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具 2006.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラ 2006.09.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【29】乳製品，食用油脂
【中間記録情報】
[審査]
2005.02.24 願書
2005.02.25 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定
【29】乳製品，食用油脂

通常:
2005-015881
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]
2005.02.24 願書
2005.02.25 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定
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No.

13

14

15

16

商標（見本）

商標

ＤＥＴＯＸ＼デトックス

河内鴨

赤城山麓豚

上州銘柄豚＼上州麦豚

種別 出願番号

区分

氷点搾り

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.10 願書
2006.01.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.03 協議命令書
2006.02.03 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))
2006.03.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.12 拒絶査定

29

【29】鴨肉

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.28 願書
2005.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.09.21 意見書
2005.09.21 手続補足書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.05.01 拒絶査定

29

【29】豚肉，豚肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.10 願書
2005.03.11 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

29

【29】麦を多く含む飼料で生産された群馬県産の豚肉，麦を多く含む飼料で生産された群馬 【中間記録情報】
[審査]
県産の豚肉製品
2005.03.23 願書
2005.03.24 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第4条各号+第4条1項11
号)
2005.11.08 手続補正書
2005.11.08 意見書
2005.11.08 物件提出書
2005.11.08 認定･付加情報
2005.11.08 認定･付加情報
2005.12.08 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定
2007.03.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【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
【中間記録情報】
ジュース，ビール風味の麦芽発泡酒
[審査]
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒，麦および麦芽を使用しないビール風味のア 2005.03.25 願書
2005.10.03 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
ルコール飲料
項)
2005.10.11 手続補正書
2005.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.19 意見書
2006.05.15 拒絶査定

通常 2005-016026

通常 2005-016663

通常:
2005-020925
標準

通常 2005-024984

通常:
2005-026325
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

32,33

17

指定商品・役務

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

中間記録

【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用い
す，理髪店用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金
属製又は石製のものを除く。），輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金
属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及び
キャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファ
イバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まく
ら，マットレス，麦わらさなだ，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆
（金属製のものを除く。），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，ベンチ，アドバルーン，木製又はプラスチック製の立て看板，食品見本模型，人工池，
葬祭用具，揺りかご，幼児用歩行器，マネキン人形，洋服飾り型類，スリーピングバッグ，
額縁，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，木製彫刻，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，
木皮，あし，い，おにがや，すげ，すさ，麦わら，わら，きば，鯨のひげ，甲殻，人工角，ぞう
げ，角，歯，べっこう，骨，さんご
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，経かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードク
【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，動物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・ゼリー状・カプセル状の加工食品，植物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・ゼリー状・カプセル状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.29 願書
2005.04.06 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))
2006.01.18 意見書
2006.05.12 拒絶査定

31

【31】もずく

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.28 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.31 手続補正書
2005.12.16 補正の却下の決定
2006.05.26 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，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，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.28 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.30 意見書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定

29

【29】乳製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.11 願書
2005.10.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.29 意見書
2005.11.29 手続補足書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.05.24 拒絶査定

20,24,31

18

けつめいし＼ケツメイシ＼決明
通常 2005-027343
子＼ＫＥＴＳＵＭＥＩＳＨＩ

29

19

20

21

22

ダチョウペプチド

カケロマもずく

越路

木曽三川

通常:
2005-028639
標準

通常:
2005-031030
標準

通常:
2005-031577
標準

通常:
2005-031632
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]
2005.03.31 願書
2005.04.11 認定･付加情報
2005.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.18 期間延長請求書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶査定
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No.

23

24

25

26

商標（見本）

商標

ふのり＼とろろ

還元野菜

朝どり花直行便

しょうなんじどり＼湘南地鶏

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【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
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

29,31,32

【29】冷凍野菜，調理用野菜ジュース，その他の加工野菜及び加工果実
【31】野菜
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.20 願書
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.21 意見書
2005.12.21 手続補足書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.02.06 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.03.16 意見書
2006.03.16 手続補足書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.05.08 拒絶査定
2006.06.28 手続補正書(方式)
2006.06.28 手続補足書
2007.04.13 登録料納付
[登録]
2007.03.19 登録査定書
2007.04.13 設定納付書
2007.05.15 登録証

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
2005.11.15 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
2005.12.26 手続補足書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定
2006.08.09 手続補正書
2006.08.09 手続補足書
2007.02.23 登録料納付
[登録]
2007.02.06 登録査定書
2007.02.23 設定納付書
2007.03.13 登録証

29

【29】鶏肉，鶏肉製品，卵，加工卵

【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)
2005.11.25 意見書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

通常 2005-031822

通常:
2005-035416
標準

通常:
2005-035911
標準

通常 2005-036598

※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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No.

27

28

29

30

31

商標（見本）

商標

おかずケーキ

ラクラクフィット

野島式超ミネラル水

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]
2005.04.14 願書
2005.05.11 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.05 意見書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

32

【32】かばん金具，がま口口金，かばん類，袋物

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.28 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.24 手続補正書
2006.01.24 意見書
2006.05.19 拒絶査定

05,32

【05】滋養強壮変質剤
【32】清涼飲料

29

【29】ヨーグルトを主材料としたぬか漬けの素に野菜または果実を漬けたもの

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.18 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.06.06 手続補正書(方式)
2005.07.12 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)
2006.01.12 意見書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.11.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.19 拒絶査定

30

【30】お好み焼き，たこ焼き，お好み焼き弁当，冷凍したお好み焼き，調味料，香辛料，ピ
ザ，しゅうまい，菓子パン，もんじゃ焼き，お好み焼き粉

通常 2005-038254

通常 2005-038578

通常:
2005-038936
標準

ヨーグルトヅケ、ヨーグルトツケ
モノ，ヨーグルトヌカヅケ，ヨーグ
通常 2005-038971
ルトデヌカヅケ、ヨーグルトデツ
ケモノ

しおおこのみ

通常 2005-039387

※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]
2005.04.18 願書
2005.05.16 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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.20 手続補正書
2005.12.20 意見書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定
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No.

32

33

34

35

商標（見本）

商標

し お の み

しおおこのみ

ナチュラルセリシン

砂漠人参カンカ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】お好み焼，たこ焼，お好み焼き弁当，冷凍したお好み焼，調味料，香辛料，ピザ，しゅ 【中間記録情報】
[審査]
うまい，菓子パン，もんじゃ焼き，お好み焼き粉
2005.04.18 願書
2005.05.16 認定･付加情報
2005.11.04 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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.20 手続補正書
2005.12.20 意見書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

30

【30】お好み焼き，たこ焼き，お好み焼き弁当，冷凍したお好み焼き，調味料，香辛料，ピ
ザ，しゅうまい，菓子パン，もんじゃ焼き，お好み焼き粉

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.18 願書
2005.05.18 認定･付加情報
2005.11.04 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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.20 手続補正書
2005.12.20 意見書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.04.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.12 拒絶査定

01,03,05,29

【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

29

【29】カンカニクジュヨウ又はニクジュヨウを主原料とする粉状・顆粒状・カプセル状・粉末
状・液状・ペースト状・錠剤状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.09 願書
2005.05.09 認定･付加情報
2005.09.15 刊行物等提出書
2005.10.17 認定･付加情報
2005.10.18 刊行物等提出による通知書
2005.10.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
2006.05.02 拒絶査定
【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条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.16 手続補正書
2006.01.16 意見書
2006.01.17 手続補足書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.05.10 拒絶査定

通常:
2005-039392
標準

通常:
2005-039395
標準

通常:
2005-039902
標準

通常:
2005-041433
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.

36

37

38

39

40

商標（見本）

商標

オメガ・スリー＼オメガ ３

武蔵野丘陵酵素豚

武蔵野丘陵酵素黒豚

入間酵素豚

入間酵素黒豚

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】卵，加工卵

【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条各号+第4条1項11
号)
2006.05.19 拒絶査定

29

【29】豚肉，豚肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.05.31 手続補足書
2005.05.31 認定･付加情報
2005.06.28 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)
2006.05.19 拒絶査定
2006.06.13 手続補足書
2007.04.23 登録料納付
[登録]
2007.04.09 登録査定書
2007.04.23 設定納付書
2007.05.15 登録証

29

【29】黒豚の豚肉，黒豚の豚肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.05.31 手続補足書
2005.05.31 認定･付加情報
2005.06.28 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)
2006.05.19 拒絶査定
2006.06.13 手続補足書
2007.02.09 手続補正書
2007.04.23 登録料納付
[登録]
2007.04.09 登録査定書
2007.04.23 設定納付書
2007.05.15 登録証

29

【29】豚肉，豚肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.05.31 手続補足書
2005.05.31 認定･付加情報
2005.06.28 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)
2006.05.19 拒絶査定

29

【29】豚肉，豚肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.05.31 手続補足書
2005.05.31 認定･付加情報
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)
2006.05.19 拒絶査定

通常 2005-042560

通常:
2005-047328
標準

通常:
2005-047329
標準

通常:
2005-047330
標準

通常:
2005-047331
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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No.

41

42

43

商標（見本）

商標

こがし正油

ナノエキス

ナノ

種別 出願番号

区分

立体商標

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.10.24 刊行物等提出書
2005.11.22 認定･付加情報
2005.11.28 刊行物等提出による通知書
2006.01.18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.15 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.05.08 拒絶査定
2006.07.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29,32

【29】フコイダンと食物繊維を主原料とする粉状・顆粒状・粉末状・液状・固形状・錠剤状・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
【32】フコイダンを加味した清涼飲料，果実飲料，ビール，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]
2005.05.31 願書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.23 拒絶査定

29,31

【29】フコイダンと食物繊維を主原料とする粉状・顆粒状・粉末状・液状・固形状・錠剤状・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
【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
【29】果実を主原料とする液状・ゼリー状の加工食品，ビタミンを主原料とする液状・ゼリー
状の加工食品
【32】果実飲料，ジュースのもと，スムージー，果実風味の飲用水・アイソトニック飲料・その
他の清涼飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，清涼飲料のもと，果実飲料のもと，アル
コールを含まない飲料，エネルギー飲料

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.31 願書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.23 拒絶査定

通常:
2005-047550
標準

通常 2005-047903

通常 2005-047904

優先:
2005-049251
立体

29,32

45

立体商標

優先:
2005-049252
立体

※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】調味料

29,32

44

指定商品・役務

30

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.02 願書
2005.07.04 優先権証明書提出書
2005.08.03 認定･付加情報
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.01.31 手続補正書
2006.01.31 手続補足書
2006.01.31 意見書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定

【29】果実を主原料とする液状・ゼリー状の加工食品，ビタミンを主原料とする液状・ゼリー 【中間記録情報】
状の加工食品
[審査]
【32】果実飲料，ジュースのもと，スムージー，果実風味の飲用水・アイソトニック飲料・その 2005.06.02 願書
他の清涼飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，清涼飲料のもと，果実飲料のもと，アル
2005.07.04 優先権証明書提出書
コールを含まない飲料，エネルギー飲料
2005.08.26 認定･付加情報
2005.10.25 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))
2006.01.20 期間延長請求書
2006.01.24 手続補正書
2006.01.24 意見書
2006.01.24 手続補足書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

46

ＳＵＲ ＤＥＬ ＬＡＧＯ

通常:
2005-050069
標準
30

47

ティーハニー

通常 2005-051450

30

48

こくつゆ

通常:
2005-051692
標準

30
49

50

51

52

パーフェクトローヤルゼリー

Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｒｏｙａｌ Ｊｅｌｌｙ

クロレラコエンザイム

クロレラＱ１０

通常:
2005-051704
標準

指定商品・役務

【30】即席うどんのめん，即席そばのめん，即席中華そばのめん

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2005.06.09 認定･付加情報
2006.01.23 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 代理人選任届
2006.03.03 手続補足書
2006.03.03 意見書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.06 認定･付加情報
2006.04.03 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定
【30】ローヤルゼリーを主原料とした顆粒状・錠剤状・カプセル状又は液状の加工食品，は 【中間記録情報】
[審査]
ちみつ，食用のローヤルゼリー（医療用のものを除く。）
2005.06.09 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定
2006.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】ローヤルゼリーを主原料とした顆粒状・錠剤状・カプセル状又は液状の加工食品，は 【中間記録情報】
[審査]
ちみつ，食用のローヤルゼリー（医療用のものを除く。）
2005.06.09 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

29

【29】クロレラを主成分とした錠剤状・顆粒状・カプセル状・又は液状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

29

【29】クロレラを主成分とした錠剤状・顆粒状・カプセル状・又は液状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

通常:
2005-051705
標準

通常:
2005-052257
標準

通常:
2005-052258
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 2005.06.06 願書
2006.01.04 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
2006.05.26 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
【30】茶，調味料
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.27 願書
2005.06.24 手続補正指令書(出願)
2005.07.04 上申書
2005.08.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.05 認定･付加情報
2005.08.12 職権訂正通知書(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)
2006.05.19 拒絶査定
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No.

53

54

55

56

57

58

商標（見本）

商標

合馬たけのこ

オムかつ丼

肥後の毒消し茶

ＷＡＫＡＭＥ－Ｕ

種別 出願番号

区分

30

【30】調理済冷凍又は冷蔵のかつ丼

【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)
2006.02.22 意見書
2006.05.12 拒絶査定

30

【30】すぎな・どくだみ・熊笹・大豆・黒大豆・ウーロン茶・麦茶を主材とし焙煎した茶

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

29

【29】ワカメ油，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，ワカメ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

【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1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.23 拒絶査定

32

【32】果実飲料，ジュースのもと，スムージー，果実風味の飲用水・アイソトニック飲料・その 【中間記録情報】
他の清涼飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，清涼飲料のもと，果実飲料のもと，アル [審査]
コールを含まない飲料，栄養補給のためのアルコール分を含有しない飲料，果実を主原料 2005.06.17 願書
2005.09.20 優先権証明書提出書
とする液状・ゼリー状の加工食品，ビタミンを主原料とする液状・ゼリー状の加工食品
2005.10.19 認定･付加情報
2005.11.29 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))
2006.02.09 期間延長請求書
2006.03.27 手続補正書
2006.03.27 意見書
2006.03.27 手続補足書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定

32

【32】果実飲料，ジュースのもと，スムージー，果実風味の飲用水・アイソトニック飲料・その
他の清涼飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，清涼飲料のもと，果実飲料のもと，アル
コールを含まない飲料，エネルギー飲料，果実を主原料とする液状・ゼリー状の加工食品，
ビタミンを主原料とする液状・ゼリー状の加工食品

団体:
2005-052487
標準

通常 2005-052844

通常 2005-054164

通常:
2005-054200
標準

優先:
2005-055038
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】合馬産穂先たけのこ，合馬産筍水煮，合馬産干し筍，合馬産筍缶詰・瓶詰め及び袋 【中間記録情報】
詰，合馬産筍塩漬け，合馬産筍の薄皮，合馬産筍を主材とする惣菜，鶏肉・合馬産筍を主 [審査]
材料とする炊き込みごはんのもと
2005.06.10 願書
2005.06.10 手続補足書
【31】合馬産たけのこ
2005.07.14 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.20 上申書
2006.03.20 上申書
2006.05.30 拒絶査定

ＴＨＥ ＡＮＴＩＯＸＩＤＡＮＴ ＰＯＷ
ＥＲ ＯＦ ＰＯＭＥＧＲＡＮＡＴＥ 優先 2005-055037
ＪＵＩＣＥ

ＴＨＥ ＰＯＷＥＲ ＯＦ ＰＯＭＥ
ＧＲＡＮＡＴＥ ＪＵＩＣＥ

指定商品・役務

29,31

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.09.20 優先権証明書提出書
2005.10.19 認定･付加情報
2005.11.29 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))
2006.02.09 期間延長請求書
2006.05.23 拒絶査定

2008/2/14
14／38

３条拒絶（食品）２００６．０５.xls
No.

59

60

61

62

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

29

【29】緑イ貝抽出脂質及び鮫抽出脂質を主成分とする粉状・顆粒状・液状・カプセル状の加 【中間記録情報】
[審査]
工食品
2005.06.21 願書
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.01 拒絶査定

29,31

【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 【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
2005.06.21 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
2005.07.21 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【31】生花の花輪，釣り用餌，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜，糖料
2006.05.12 拒絶査定
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

29,30

【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
2005.06.21 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
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【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 条1項11号を除く))
2006.05.31 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
【30】塩，塩を含有した調味料，塩を含有した香辛料，塩を含有した食品香料（精油のもの 【中間記録情報】
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 [審査]
2005.06.21 願書
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
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
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 2006.05.12 拒絶査定
クリーム用安定剤

葉付きサラダ大根＼はつ だい
通常 2005-055769
こん

ジーメル

みずくぐり

ソフトめん

通常:
2005-055788
標準

通常 2005-055826

通常:
2005-055984
標準

パタゴニアソルト＼ｐａｔａｇｏｎｉａｎ
通常 2005-056106
ｓａｌｔ

※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】だいこん

30
63

指定商品・役務

31
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.21 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

2008/2/14
15／38

３条拒絶（食品）２００６．０５.xls
No.

64

65

66

67

商標（見本）

商標

Ｒｅｊｕｖｅｎａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ

カルシウム１００

琉球島豚

琉球アグー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【44】美容，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2005.10.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.11.29 刊行物等提出書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.17 刊行物等提出による通知書
2006.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.31 意見書
2006.03.31 手続補足書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.04.28 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶査定
2006.06.08 手続補正書
2008.01.07 登録料納付
[登録]
2007.12.25 登録査定書
2008.01.07 設定納付書
2008.01.29 登録証

30

【30】発芽玄米，発芽玄米飯，発芽玄米を主原料とする加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.23 願書
2005.06.23 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.16 拒絶査定

29

【29】豚肉，豚肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.07.01 認定･付加情報
2005.07.08 認定情報通知書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定
2007.03.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】豚肉，豚肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.07.08 手続補正指令書(出願)
2005.07.19 上申書
2005.08.18 認定･付加情報
2005.08.18 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

通常 2005-056351

通常:
2005-056885
標準

通常 2005-057252

通常 2005-057253

※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

32,44
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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

29,30,31,32,33,43,4 【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，かに・その他の食用魚介類（生きているものを除く。）， 【中間記録情報】
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， [審査]
4

68

奥蔵王

通常 2005-057571

29
69

70

71

72

サボテン ウルトラダイエット

サボテン ダイエット

南部赤かしわ

南部純鶏

通常 2005-057789

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， 2005.06.24 願書
ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.06 意見書
【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
（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
2006.05.02 拒絶査定
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，
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
ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【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，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，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，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，タオルの貸与
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
【29】ウチワサボテンを主原料とする液状の加工食品
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 拒絶査定
2006.08.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】ウチワサボテンを主原料とする液状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

29,30

【29】鶏肉，鶏肉の焼きとり，鶏肉製品
【30】鶏肉入りぎょうざ，鶏肉入りしゅうまい，鶏肉入りハンバーグ，鶏肉入りまんじゅう

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.26 拒絶査定

29,30

【29】鶏肉，鶏肉の焼きとり，鶏肉製品
【30】鶏肉入りぎょうざ，鶏肉入りしゅうまい，鶏肉入りハンバーグ，鶏肉入りまんじゅう

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2005.09.12 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

通常 2005-057790

通常 2005-057793

通常 2005-057794

※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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73

74

75

76

77

78

79

商標（見本）

商標

伊豆の国完熟マンゴー

キャラクターケーキ

もっちり食感

夜デザート

バシディオマイセテス－Ｘ

寒天クッキー

ダイエット プラス カルシウム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】マンゴー

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.27 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)
2006.05.19 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.17 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

31

【31】野菜（「茶の葉」を除く。），種子類

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.24 拒絶査定

29

【29】カルシウム含有物質の焼成物を主成分とするゼリー状、粉末状、錠剤状、カプセル
状、固形状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 願書
2005.06.28 認定･付加情報
2005.07.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

29

【29】カルシウム含有物質の焼成物を主成分とする顆粒状、粉末状、液状、固形状の加工 【中間記録情報】
[審査]
食品
2005.06.28 願書
2005.06.28 認定･付加情報
2005.07.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-057868
標準

通常:
2005-057875
標準

通常:
2005-057885
標準

通常:
2005-057886
標準

通常:
2005-058070
標準

通常 2005-058460

通常 2005-058461

※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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80

81

82

83

84

85

86

87

商標（見本）

商標

フェースマスコット

健康ミルク５０

健康粉ミルク５０

種別 出願番号

５０才からのミルク

キレイとカラダのために

29

【29】加工乳，その他の牛乳製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.09 拒絶査定

29

【29】牛乳を主原料とする粉末状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.09 拒絶査定

29

【29】加工乳，その他の牛乳製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.09 拒絶査定

29

【29】加工乳，その他の牛乳製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.09 拒絶査定

30

【30】調味料，香辛料，米，脱穀済みの大麦，食用粉類，穀物の加工品，調理済み冷凍め
ん類，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，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2006.02.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.31 拒絶査定

30

【30】調味料，香辛料，米，脱穀済みの大麦，食用粉類，穀物の加工品，調理済み冷凍め
ん類，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，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2006.02.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.31 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
2005.06.30 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，ラクトフェリン・ラクチュロース・ビフィズス菌・乳酸菌・乳・ペプチド・ 2005.07.01 認定･付加情報
ビタミン・脂質・糖質・カルシウム・たんぱく質・ミネラル・アミノ酸・食物繊維・炭水化物・デキ 2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ストリン・麦芽糖を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・ゲル 2006.05.26 拒絶査定
状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品，豆乳を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤
状・カプセル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品，青汁を主原
料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム
状・液状の加工食品，ケールを主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペー

通常:
2005-058620
標準

通常:
2005-058627
標準

通常:
2005-059270
標準

通常:
2005-059271
標準

通常:
2005-060049
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]
2005.06.28 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

通常:
2005-058617
標準

通常:
2005-058622
標準

鶏コク

指定商品・役務
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
【30】菓子及びパン

通常:
2005-058586
標準

ヘルシーミルク５０

和豚骨

区分
28,30
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No.

88

89

商標（見本）

商標

宇治抹茶の香り

定番のおいしさ

種別 出願番号

区分

赤いＥＰＡ

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 2005.06.30 願書
2005.07.01 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
2006.02.17 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
2006.05.26 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
【29】オメガオイルを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠 【中間記録情報】
剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用 [審査]
2005.07.01 願書
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
2005.07.01 認定･付加情報
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
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
2006.05.19 拒絶査定
2007.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【29】オメガオイルを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠 【中間記録情報】
剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用 [審査]
2005.07.01 願書
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
2005.07.01 認定･付加情報
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
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
2006.05.19 拒絶査定
【29】オメガオイルを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠 【中間記録情報】
剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用 [審査]
2005.07.01 願書
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
2005.07.01 認定･付加情報
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
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
2006.05.19 拒絶査定
【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 【中間記録情報】
[審査]
ひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。）
2005.07.01 願書
2006.01.31 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))
2006.05.23 拒絶査定

通常:
2005-060052
標準

通常:
2005-060054
標準

通常:
2005-060162
標準

29
91

赤いＤＨＡ

通常:
2005-060163
標準
29

92

赤いＤＨＡ・ＥＰＡ

通常:
2005-060164
標準
29

93

94

95

赤いか塩辛

北京ダック風餃子

温泉ゆで蟹

通常:
2005-060401
標準

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.30 願書
2005.07.01 認定･付加情報
2005.08.26 刊行物等提出書
2005.09.29 認定･付加情報
2005.10.07 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
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

30

【30】ぎょうざ

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.01 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

29

【29】蟹

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.04 願書
2005.07.04 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

通常:
2005-060448
標準

通常:
2005-060738
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】抹茶を使用してなる菓子及びパン

29
90

指定商品・役務

30
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No.

96

97

98

99

100

商標（見本）

商標

香煮

ビタミンチャージ＼ＶＩＴＡＭＩＮ
ＣＨＡＲＧＥ

サラットＦ

乳酸菌の∞ニュー豚くん

おすまし最中

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【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 【中間記録情報】
[審査]
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 2005.07.04 願書
2005.07.04 認定･付加情報
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
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.05.17 拒絶査定
め物

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.04 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.08 拒絶査定

29

【29】乳製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.06 願書
2005.07.06 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定
2006.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】食肉，肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.06 願書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.08 意見書
2006.05.01 拒絶査定
2006.05.22 手続補足書
2007.02.20 登録料納付
[登録]
2007.02.13 登録査定書
2007.02.20 設定納付書
2007.03.20 登録証
2007.04.13 登録証(再発行)

29

【29】麩を使用した即席すまし汁，即席すまし汁のもと，即席すまし汁

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.06 願書
2005.07.08 認定･付加情報
2006.02.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 意見書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定

通常 2005-060783

通常 2005-060803

通常:
2005-061679
標準

通常 2005-061737

通常 2005-061975

※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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No.

101

102

103

104

105

106

107

商標（見本）

商標

ｗｉｌｄ＼Ｅｌｄｅｒｆｌｏｗｅｒ＼ｃｏｒｄｉａｌ

ｗｉｌｄ＼Ｎｅｔｔｌｅ＼ｃｏｒｄｉａｌ

種別 出願番号

区分

Ｄｅｔｏｘ＼ｃｏｒｄｉａｌ

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
2005.07.06 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

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
2005.07.06 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

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
2005.07.06 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

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
2005.07.06 願書
2006.01.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定

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
2005.07.06 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 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，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，麩を使用した即席みそ汁，麩を使用した即席すまし汁，即席味噌
汁のもと，即席すまし汁のもと，即席豚汁，即席みそ汁，即席すまし汁，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，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ
物，豆，食用たんぱく，麩を加味した佃煮

通常 2005-061980

通常 2005-061981

通常 2005-061983

通常 2005-061984

ａｕｔｕｍｎ＼Ｒｏｓｅｈｉｐ＼ｃｏｒｄｉａｌ 通常 2005-061985

▲麸▼味しぐれ

通常 2005-061990

※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】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
2005.07.06 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

ｃｒａｎｂｅｒｒｙ＼＆ｈｉｂｉｓｃｕｓ＼ｃｏｒ
通常 2005-061982
ｄｉａｌ

Ｐｉｎｋ＼ｇｉｎｇｅｒ＼ｃｏｒｄｉａｌ

指定商品・役務

32
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[審査]
2005.07.06 願書
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2005.07.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.10 拒絶査定
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No.

108

109

110

111

112

113

114

商標（見本）

商標

ひと手間

鯨カツバーガー

日曜市

あくとまい＼肥土米

蒸出液

西美濃うどん

財部産 白玉米

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【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 2005.07.06 願書
2005.07.08 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
2006.02.10 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
2006.03.22 意見書
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
2006.03.22 認定･付加情報
用グルテン，ふ，みそ汁・すまし汁の具として用いられるふ
2006.05.09 拒絶査定

30

【30】鯨肉を原材料に使用したハンバーガー

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.06 願書
2005.07.07 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 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
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

30

【30】米

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2005.07.15 認定･付加情報
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.24 拒絶査定

01,03,05,31

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2006.02.06 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))
2006.03.14 手続補正書
2006.03.14 意見書
2006.05.08 拒絶査定

30

【01】植物の加水分解によって植物細胞から抽出した細胞組織成分液を主成分とする化粧
品用添加剤，植物の加水分解によって植物細胞から抽出した細胞組織成分液を主成分と
する食品添加剤（化学品に属するものに限る。）
【03】植物の加水分解によって植物細胞から抽出した細胞組織成分液を主成分とする化粧
品
【05】植物の加水分解によって植物細胞から抽出した細胞組織成分液を主成分とする医療
用食品添加剤，植物の加水分解によって植物細胞から抽出した細胞組織成分液を主成分
とする医療用飼料添加剤，植物の加水分解によって植物細胞から抽出した細胞組織成分
液を主成分とする薬剤
【31】植物の加水分解によって植物細胞から抽出した細胞組織成分液を主成分とする飼
料，植物の加水分解によって植物細胞から抽出した細胞組織成分液を主成分とする飼料
【30】うどんのめん

30

【30】米

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2005.07.11 手続補足書
2005.08.10 認定･付加情報
2005.08.10 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

通常 2005-061992

通常:
2005-062003
標準

通常:
2005-062133
標準

通常 2005-062384

通常 2005-062591

通常:
2005-062821
標準

通常 2005-063378

※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]
2005.07.08 願書
2005.08.26 刊行物等提出書
2005.09.29 認定･付加情報
2005.09.30 刊行物等提出による通知書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.14 意見書
2006.05.17 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

115

カップｄｅカレー

通常:
2005-063477
標準

29
116

カップｄｅシチュー

通常:
2005-063478
標準
29

117

カップｄｅチャウダー

通常:
2005-063479
標準

29,30
118

カップｄｅハヤシ

通常:
2005-063480
標準
29,30

119

カップｄｅ

通常:
2005-063481
標準

29
120

横浜復活バター

通常:
2005-063697
標準
29

121

天然カロチン卵β

指定商品・役務

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.02 意見書
2006.05.26 拒絶査定
2006.06.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【29】シチューのもと
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.02 意見書
2006.05.26 拒絶査定
【29】チャウダーのもと
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.02 意見書
2006.05.26 拒絶査定
2006.10.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【29】ハヤシライスのもと
【中間記録情報】
[審査]
【30】調理済みハヤシライス
2005.07.11 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.02 意見書
2006.05.26 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
2005.07.11 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
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【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 号)
2006.05.02 意見書
（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
2006.05.26 拒絶査定
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 2007.02.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
【29】バター
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定
【29】卵，加工卵

通常 2005-063789

※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】カレーのもと，カレー風味のスープのもと
【30】調理済みカレーライス
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2005.07.12 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定
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No.

122

123

124

125

126

127

128

商標（見本）

商標

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

29,30

区分

【29】コラーゲン・コエンザイム・セラミド・Ｌ－カルニチン・ヒアルロン酸・α－リポ酸を主成分
とする錠剤状・カプセル状・タブレット状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の
加工食品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，乳製品，食用油脂，カレー・シ
チュー又はスープのもと，豆乳
【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，脱穀済みの大麦，食用粉類，穀物の加工品，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

【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)
2006.03.29 手続補正書
2006.03.29 意見書
2006.05.19 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.30 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.30 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

32

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料（但し「トマトジュース」を除く。），ビール製造用ホップエキ 【中間記録情報】
[審査]
ス
2005.07.13 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.23 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]
2005.07.14 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定
2006.09.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】ぬか漬け鳥肉，ぬか漬け鳥肉の缶詰，ぬか漬け鳥肉の瓶詰，ぬか漬け鳥肉入りお茶 【中間記録情報】
[審査]
漬けのもと，ぬか漬け鳥肉入りふりかけ
2005.07.14 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

エステティックサプリ＼ＥＳＴＨＥ
通常 2005-063790
ＴＩＣ ＳＵＰＰＬＩ

燻製 ヨーカン

通常:
2005-064238
標準

天然味のヨーカン

通常:
2005-064239
標準

素材探求

通常:
2005-064569
標準

野菜の鶏

パウチタイプ

鳥のへしこ

通常:
2005-064895
標準

通常:
2005-064897
標準

通常:
2005-064918
標準

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

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

129

えらびまめ＼撰豆

通常 2005-064938

30
130

とろさんま

通常:
2005-064941
標準
30

131

132

133

134

寒天包

香り酵母発酵

パイントグラスシェイプ

発酵蔵

通常:
2005-064980
標準

指定商品・役務

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.02.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 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]
2005.07.14 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.02.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.09 拒絶査定

29

【29】加工野菜および加工果実加工魚および加工肉

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.30 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-065111
標準

通常:
2005-065112
標準

通常 2005-065289

※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
2005.07.14 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
め物，豆，食用たんぱく，豆を主原料とするタブレット状の加工食品
2005.07.25 認定･付加情報
【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
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
（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 項16号)
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， 2006.05.26 拒絶査定
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】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 2005.07.14 願書
2006.02.28 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
2006.05.30 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】寒天包
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.07.22 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.26 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
32,33

135

§立山

通常 2005-065297

本味

通常:
2005-065498
標準

30
136

31
137

138

139

ビューフォート

かんてん ｄｅ スリム

夏柑

通常 2005-065772

指定商品・役務

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.05 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 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]
2005.07.19 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.16 拒絶査定

通常 2005-065863

通常:
2005-066270
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】立山連峰の湧き水を用いた鉱泉水，その他の立山連峰の湧き水を用いた清涼飲料， 【中間記録情報】
果実飲料，乳清飲料
[審査]
2005.07.01 願書
【33】中国酒，薬味酒
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.13 代理人受任届
2006.03.13 上申書
2006.03.14 代理人辞任届
2006.04.11 手続補正書
2006.04.11 意見書
2006.04.12 手続補正書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.04.26 認定･付加情報
2006.04.26 認定･付加情報
2006.04.26 認定･付加情報
2006.04.26 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶査定
2006.06.27 代理人受任届
2006.08.22 手続補正書(方式)
2007.07.20 手続補正書
2007.07.24 手続補正書
2007.09.12 登録料納付
2008.01.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
[登録]
2007.08.14 登録査定書
2007.09.12 設定納付書
2007.10.09 登録証
【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 2005.07.15 願書
2006.02.10 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
2006.05.12 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
【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， 2005.07.15 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。），蚕種， 2005.07.22 認定･付加情報
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
項16号)
2006.05.09 拒絶査定
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No.
140

141

142

143

144

145

146

147

商標（見本）

商標
昆布ノススメ

ボトルアイス

食物繊維の力

若桃

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】加工昆布，こんぶの加工水産物，昆布を主原料とする粉末状・課粒状・粒状・錠剤状・ 【中間記録情報】
[審査]
カプセル状・粒状・ゼリー状・ペースト状の加工食品，とろろ昆布，干し昆布
2005.07.19 願書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.16 拒絶査定

30

【30】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，氷

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.05 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

29

【29】食物繊維を主成分とする粉末・液状・錠剤状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.19 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 拒絶査定

29

【29】桃の缶詰・瓶詰及び袋詰

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.20 願書
2005.07.20 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.17 拒絶査定

30

【30】あわ・大麦・米・ひえ・きびを使用したうどんのめん，あわ・大麦・米・ひえ・きびを使用し 【中間記録情報】
[審査]
た即席うどんのめん，あわ・大麦・米・ひえ・きびを使用したうどんべんとう
2005.07.20 願書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.24 手続補正書
2006.03.24 意見書
2006.05.22 拒絶査定

30

【30】ドレッシング

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.20 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.25 拒絶査定

33

【33】ワイン

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

33

【33】ワイン

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定
2006.11.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-066330
標準

通常:
2005-066468
標準

通常:
2005-066543
標準

通常:
2005-066556
標準

五穀うどん∞きび∞ひえ∞米∞
通常 2005-066804
大麦∞あわ

天然素材＼わようせっちゅう＼
通常 2005-066815
和洋折衷＼手造り限定品

無添加ワイン

自然派ワイン

通常 2005-066922

通常 2005-066923

※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.

148

149

150

151

152

153

商標（見本）

商標

＠米

緑茶パウダー

あぶり寿し

こんとん

ラプソディ

大光珠

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】米

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.06 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定

30

【30】食品香料（製油のものを除く。），食品粉類

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.06 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.18 手続補正書
2006.03.18 意見書
2006.05.26 拒絶査定

30

【30】すし

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.05 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン，うどんのめん，冷凍うどんのめん，即席うどんのめん，調理済みうど 【中間記録情報】
ん，うどん生地を平板状に成形した加工品，調理済みうどん生地を平板状に成形した加工 [審査]
2005.07.20 願書
品
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

31

【31】種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.21 願書
2005.07.21 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.18 拒絶査定

29,30

【29】乳製品，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，豆
【30】菓子及びパン，穀物の加工品，即席菓子のもと

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.21 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.27 意見書
2006.03.28 手続補足書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶査定
2006.06.29 手続補足書
2006.08.24 上申書
2006.10.25 登録料納付
[登録]
2006.10.17 登録査定書
2006.10.25 設定納付書
2006.11.21 登録証

通常 2005-066994

通常:
2005-067012
標準

通常:
2005-067024
標準

通常:
2005-067038
標準

通常:
2005-067207
標準

通常:
2005-067275
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.

154

155

156

157

158

商標（見本）

商標

小箱コンブ

（いもいちばん）＼いも一番

コラーゲンＱ１０

韓流中華

韓国滋味

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】加工品水産物，干し昆布，刻み昆布

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

29,32

【29】コエンザイムＱ１０と海洋性コラーゲンを主成分とする錠剤状・ソフトカプセル状・カプセ 【中間記録情報】
ル状・タブレット状・顆粒状・粉末状・ゼリー状又は液状の加工食品
[審査]
2005.07.22 願書
【32】清涼飲料，果実飲料
2005.07.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.27 手続補正書
2006.03.27 代理人受任届
2006.03.27 意見書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.03.29 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品，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，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.22 願書
2005.09.11 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.18 刊行物等提出による通知書
2005.10.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.30 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品，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，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.22 願書
2005.09.11 刊行物等提出書
2005.10.12 認定･付加情報
2005.10.18 刊行物等提出による通知書
2005.10.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.30 拒絶査定

通常:
2005-067476
標準

通常 2005-067479

通常 2005-067535

通常 2005-067556

通常 2005-067557

※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]
2005.07.07 願書
2006.02.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.26 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.06 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.19 拒絶査定
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No.

159

160

161

162

163

164

商標（見本）

商標

韓式滋味

韓流滋味

§ＶＩＴＡＭＩＮＢＢＲＩＣＥ

おいしい水切り

赤ちゃんのおしり

知床じゃが

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】穀物の加工品，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，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.22 願書
2005.09.11 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.18 刊行物等提出による通知書
2005.10.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.30 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品，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，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.22 願書
2005.09.11 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.18 刊行物等提出による通知書
2005.10.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.30 拒絶査定

30,43

【30】豚肉弁当、豚肉料理
【43】豚肉弁当及び豚肉料理を主とする飲食物の提供

【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)
2006.05.26 拒絶査定

29

【29】豆腐

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定

31

【31】じゃがいも

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

通常 2005-067558

通常 2005-067559

通常 2005-067961

通常 2005-067963

通常 2005-067995

通常 2005-067997

※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.

165

166

167

168

169

170

商標（見本）

商標

杜仲そば

杜仲うどん

杜仲麺

ＳＥＡＳＯＮＴＥＡ

おたるワイン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2005.09.11 刊行物等提出書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2005.09.11 刊行物等提出書
2005.10.12 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2005.09.09 刊行物等提出書
2005.10.12 認定･付加情報
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.25 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.30 拒絶査定

33

【33】葡萄酒

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2005.09.07 刊行物等提出書
2005.10.21 刊行物等提出による通知書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定

30

【30】茶、コーヒー、菓子、加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.19 拒絶査定
2006.09.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-068021

通常 2005-068022

通常 2005-068023

通常 2005-068266

通常 2005-068501

金箔茶漬け＼きんぱく茶漬け＼
通常 2005-068504
キンパク茶漬け

※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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３条拒絶（食品）２００６．０５.xls
No.

171

172

173

174

175

176

177

商標（見本）

商標

カットファット＼ＣＵＴ・ＦＡＴ

とちぎのトマト

東京∞発

種別 出願番号

指定商品・役務

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.12 願書
2005.08.03 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

31

【31】トマト

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.27 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

03,29,30

【03】化粧品
【29】健康食品
【30】健康食品（穀物の加工品）

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.26 拒絶査定

29

【29】加工野菜及び加工果実

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.13 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定

30

【30】和菓子

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.12 願書
2005.08.12 手続補正指令書(出願)
2005.09.06 手続補正書
2005.10.21 認定･付加情報
2005.10.21 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

29

【29】コラーゲンを含有する顆粒及び液体状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.13 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.19 拒絶査定

通常:
2005-069146
標準

通常 2005-069499

通常 2005-069518

つけもんや

通常:
2005-069568
標準

通常 2005-069582

ピュアコラーゲン＼ＰＵＲＥＣＯＬ
通常 2005-069583
ＬＡＧＥＮ

※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】コミフォラムクルより抽出したエキスを主成分として粒状にしてなる加工食品

通常 2005-069061

若さの輝きをあなたに

ホットック

区分
29
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３条拒絶（食品）２００６．０５.xls
No.

178

179

180

181

182

183

184

商標（見本）

商標

健脳食品

３０７．ＪＰ

津々浦々

美味発酵

ＯＲＧＡＮＩＣＥＧＯＭＡ＼オーガ
ニックエゴマ

ＯＲＧＡＮＩＣＥＧＯＭＡ＼オーガ
ニックエゴマ

春咲き蕎麦

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】清涼飲料

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.13 願書
2005.08.12 手続補正指令書(出願)
2005.08.17 手続補正書(方式)
2005.09.26 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定

29,30

【29】食物繊維・乳酸菌・ビフィズス菌を主材料とする固形状・粒状の加工食品
【30】各種酵母菌を主原料とした固形状・粒状の加工食品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.13 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定

33

【33】日本酒

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.28 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.28 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 拒絶査定

29

【29】食用油脂

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.09.09 手続補正指令書(出願)
2005.09.29 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

30

【30】食用粉類

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.09.16 手続補正指令書(出願)
2005.09.29 認定･付加情報
2005.10.07 認定情報通知書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

30

【30】そば粉，そばのめん，殻をむいたそばの実

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.08.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

通常 2005-069589

通常:
2005-069592
標準

通常:
2005-069682
標準

通常:
2005-069989
標準

通常 2005-070068

通常 2005-070069

通常:
2005-070121
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.
185

186

187

商標（見本）

商標
春蕎麦

常陸春そば

夏麺

種別 出願番号

区分

189

190

お鍋にポン

ハツガあずき

播磨乃國

30

【30】そば粉，そばのめん，殻をむいたそばの実

30

【30】中華そばのめん，うどんのめん，そばのめん，そうめんのめん，スパゲッティのめん， 【中間記録情報】
[審査]
スープ付きの中華そばのめん，スープ付きのうどんのめん，スープ付きのそばのめん，
2005.07.28 願書
スープ付きのスパゲッティのめん，即席中華そばのめん，即席うどんのめん，即席そばの
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
めん，即席スパゲッティのめん，具およびスープ付きの即席中華そばのめん，具および
スープ付きの即席うどんのめん，具およびスープ付きの即席そばのめん，具およびスープ 号)
2006.05.31 拒絶査定
付きの即席スパゲッティのめん，調理済み冷凍焼きそば，その他の調理済み冷凍めん類
【30】調味料，香辛料，米，脱穀済みの大麦，食用粉類，穀物の加工品，調理済み冷凍め 【中間記録情報】
[審査]
ん類，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，ハンバーガー，ピ
2005.07.28 願書
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
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.31 拒絶査定

通常:
2005-070122
標準

通常:
2005-070123
標準

通常:
2005-070160
標準

通常:
2005-070161
標準

がごめ昆布しょうゆ

【30】穀物の加工品

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 【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
2005.07.29 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
2006.02.22 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
【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)
2006.05.24 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
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，
【30】調味料（しょうゆ）
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2006.02.17 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))
2006.05.26 拒絶査定
2006.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-070640
標準

通常:
2005-070729
標準

通常:
2005-070823
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]
2005.07.14 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.26 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.08.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.15 刊行物等提出書
2005.11.15 認定･付加情報
2005.11.18 刊行物等提出による通知書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

30

30
191

中間記録

【31】殻つきのそばの実

30
188

指定商品・役務

31
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.29 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.30 拒絶査定
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No.

192

193

194

195

196

197

198

商標（見本）

商標

常陸春そば

沖縄ぜんざい

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】殻つきのそばの実

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

30

【30】ぜんざい

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

29

【29】加工水産物

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.19 願書
2005.09.02 手続補正指令書(出願)
2005.09.12 手続補正書(方式)
2005.10.21 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

29

【29】食肉および肉製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.19 願書
2006.02.17 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))
2006.05.19 拒絶査定

29

【29】たくあん

29

【29】ハーブを飼料とした牛肉

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.02 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.30 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.20 願書
2005.09.16 手続補正指令書(出願)
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.26 拒絶査定
2007.08.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】プリン，プリンのもと

通常:
2005-070833
標準

通常:
2005-070887
標準

下北の味＼ほたて南蛮＼手づ
通常 2005-071338
くり工房 きくち

常陸ポーク

自然色たくあん

神戸そだちハーブ牛

秋田ぷりん

通常 2005-071358

通常:
2005-071450
標準

通常 2005-071825

通常 2005-071828

※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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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.20 願書
2005.09.16 手続補正指令書(出願)
2005.10.10 刊行物等提出書
2005.11.08 認定･付加情報
2005.11.11 刊行物等提出による通知書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定
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No.

199

200

201

202

203

204

205

商標（見本）

商標

Ｐｕｒｅ Ｎｉｃｅ＼ピュアナイス

北海おこぜ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【32】清涼飲料，果実飲料
【中間記録情報】
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物の輸送 [審査]
2005.08.03 願書
の媒介
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.17 拒絶査定

29

【29】食用魚介類，加工水産物

31

【31】野菜

29

【29】ホスファチジルセリン、アスタキサンチン、α－リポ酸、ドコサヘキサエン酸などを主成 【中間記録情報】
[審査]
分とするカプセル状・錠剤状・顆粒状の加工食品
2005.07.27 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

32

【32】柚子乃茶，柚子の茶，ゆずのちゃ

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.27 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.26 拒絶査定

30

【30】和菓子，洋菓子，パン

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.27 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.26 拒絶査定

33,41

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒，しょうちゅう
【中間記録情報】
【41】焼酎・金山に関する知識の教授、その他技芸・スポーツまたは知識の教授、焼酎・金 [審査]
2005.07.29 願書
山に関するセミナーの企画・運営又は開催、その他セミナーの企画・運営又は開催
2005.08.18 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

通常 2005-071990

通常 2005-072285

読谷紅いも＼よみたんべにいも 通常 2005-072946

バイオソフト＼ＢｉｏＳｏｆｔ＼ばい
おそふと

柚子乃茶＼ゆずの茶

ふくふく

私学校

通常 2005-073972

通常 2005-074577

通常 2005-074605

通常 2005-075127

※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

32,39
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.02.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.26 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.21 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０５.xls
No.

206

207

208

209

210

211

商標（見本）

商標

乾熟果実

創作新和風∞ごま＼ドレ

創作新和風∞ごま＼マヨ

健康美肌ミルク

日光のおいしい水

湘南カレー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】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

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.17 願書
2005.08.18 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.08 意見書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定

30

【30】胡麻（ごま）を加味するドレッシング

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.22 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.19 手続補正書
2006.04.19 意見書
2006.05.26 拒絶査定

30

【30】胡麻（ごま）を加味するマヨネーズ

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.22 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.19 手続補正書
2006.04.19 意見書
2006.05.26 拒絶査定

29

【29】プロテインを含んだ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，ミルクプロテイン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，各種ビタミン・アミノ酸・たんぱく質・脂質・カルシウムを主成分と
するミルク状の加工食品，乳製品，豆乳，ミルクカレー又はミルクシチューのもと

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.08 手続補正書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 意見書
2006.05.31 拒絶査定

32

【32】鉱泉水

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.08 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 手続補正書
2006.05.12 意見書
2006.05.26 拒絶査定

29,43

【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
【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，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，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，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，タオルの貸与

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.14 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 拒絶査定

通常:
2005-076895
標準

通常 2005-077914

通常 2005-077915

通常:
2005-078139
標準

通常 2005-084175

通常:
2005-086351
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
29,43

212

湘南ロコカレー

通常:
2005-086352
標準

32

213

▲茶▼ムリエのお▲茶▼

▲茶▼ムリエ

【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]
2006.03.02 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.04.03 早期審査に関する事情説明書
2006.04.25 早期審査に関する報告書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 意見書
2006.05.22 拒絶査定

通常 2006-018513

※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]
2005.09.14 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 拒絶査定

通常 2006-018501

32

214

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
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
【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，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，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，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，タオルの貸与
【32】茶を加味した清涼飲料
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【中間記録情報】
[審査]
2006.03.02 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.04.03 早期審査に関する事情説明書
2006.04.25 早期審査に関する報告書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.10 意見書
2006.05.22 拒絶査定

