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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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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
21,30,32,43

1

2

3

シアトルズベストコーヒー

29

30

【30】もち，もち菓子，もち米を原料とした米菓

通常:
2004-006777
標準

ふるさとのめぐみ＼オホーツク
通常 2004-030651
サーモン

鬼もち

通常:
2004-085629
標準

30

4

指定商品・役務
【21】手動式のコーヒーグラインダー及びコーヒーミル，コーヒー及び飲料用の断熱カップ，
再使用可能なコーヒーのフィルター（紙製のものを除く。），折り畳み可能なカップ用キャリ
アー及びキャディー，コースター（紙製のものを除く。），断熱魔法瓶，コーヒーカップ，ティー
カップ，マグカップ，ガラス製品，食器類，皿及びボール，トライベット，保存用のキャニス
ター，ドリップコーヒーメーカー（電気式のものを除く。），プランジャー式コーヒーメーカー（電
気式のものを除く。），食品用の装飾された保存容器，茶用のやかん（電気式のものを除
く。），ティーインフューザー，ティーポット，茶こし及び茶こし器，キャンドルホルダー（貴金属
製のものを除く。），キャンドルスティック（貴金属製のものを除く。），セラミック製の置物，磁
器製の置物
【30】豆を挽いてあるコーヒー及び豆を挽いてないコーヒー，ココア，茶（ハーブ茶及びノン
ハーブ茶），コーヒー飲料，茶飲料，ココア飲料，エスプレッソ飲料，コーヒー及び／又はエ
スプレッソをベースとした飲料，粉末チョコレート及び粉末バニラ（精油のものを除く。），焼
き食品（マフィン・スコーン・ビスケット・クッキー・ペーストリー及びパンを含む），すぐに作れ
るようになっている焼き商品（マフィン・スコーン・ビスケット・クッキー・ペーストリー及びパン
を含む）のもと，チョコレート商品及び菓子商品，すぐに食べられる暖かい食品，すぐに食
べられる冷たい食品，フルーツ及び穀物ベースのシリアル，すぐに飲めるコーヒー，アイス
クリーム，冷凍菓子，チョコレート，チョコレート菓子及びチョコレート飲料，キャンディー，菓
子
【32】飲料添加用の香味シロップ，ミルクシェイク
【43】飲食店サービス，カフェサービス，カフェテリアサービス，軽食堂サービス，コーヒー
バーサービス，喫茶店サービス，キャリーアウトの飲食店サービス，テイクアウトの飲食店
【29】さけ，すじこ，いくら

Ｂｌｕｅ

通常 2004-089382

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2004.01.27 願書
2004.08.10 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2004.08.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.11.10 期間延長請求書
2004.12.10 手続補正書
2004.12.10 意見書
2004.12.10 手続補足書
2005.01.18 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
2006.08.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2004.03.18 願書
2004.10.22 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2004.12.01 意見書
2005.01.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.01.21 認定･付加情報
2005.01.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.07.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.24 意見書
2005.10.21 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2004.09.16 願書
2005.10.24 拒絶理由通知書(第4条各号+第4条1項11
号)
2005.12.05 意見書
2005.12.05 手続補足書
2006.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.10 認定･付加情報
2006.02.14 意見書
2006.06.15 拒絶査定
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2004.09.15 願書
2005.03.18 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
2005.04.26 意見書
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
2005.04.26 手続補足書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2005.06.01 認定･付加情報
用グルテン
2005.06.20 代理人辞任届
2006.06.09 拒絶査定

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

2008/3/12
3／59

３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

5

6

7

8

商標

§Ｇｒｅｅｎ

函館がごめ

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 2004.09.15 願書
2005.03.18 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
2005.04.26 意見書
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
2005.04.26 手続補足書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2005.06.01 認定･付加情報
用グルテン
2005.06.20 代理人辞任届
2006.06.09 拒絶査定

31

【31】昆布

【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)
2005.01.17 認定･付加情報
2005.01.17 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
2005.02.16 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.02.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.04.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.05.23 意見書
2005.07.08 認定･付加情報
2005.09.08 手続補正書
2005.10.12 認定･付加情報
2006.06.02 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

30

【30】チョコレート及びチョコレートを使用した菓子

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.04 願書
2005.08.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.14 期間延長請求書
2006.01.13 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.18 手続補正書(方式)
2006.02.14 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】チョコレート及びチョコレートを使用した菓子

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.04 願書
2005.08.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.14 期間延長請求書
2006.01.13 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.18 手続補正書(方式)
2006.02.14 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

通常 2004-089383

通常:
2004-090493
標準

Ｃａｎａｄｉａｎ Ｉｃｅ Ｗｉｎｅ Ｔｒｕｆｆｅ
通常 2004-100811
ｓ

Ｆｒｏｚｅｎ Ｗｉｎｅ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅｓ

通常 2004-100812

※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）

9

10

11

12

商標

ミサイル栄養

佐久鯉

砂焙煎

雲南省特選香酢練熟

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 2005.01.31 願書
2005.01.31 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
2005.08.31 代理人辞任届
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
2005.08.31 認定･付加情報
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2005.10.05 代理人受任届
用グルテン
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 意見書
2006.02.20 手続補足書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

29,31,43

【29】食用鯉（生きているものを除く），塩干し鯉，鯉のかす漬け，鯉のくんせい，鯉のつくだ
に，鯉の塩辛，鯉の甘露煮，鯉の缶詰，鯉の刺身，鯉の佃煮，鯉の瓶詰め，鯉の卵，煮干
し鯉，素干し鯉，鯉を主材料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼリー状・チュアブル
状及び錠剤型の加工食品，鯉内臓濃縮物と薬草とを主成分として粉末状にした加工食
品，鯉を主成分とする粒状・顆粒状・液状・錠剤状・粉末状軟カプセル状またはカプセル状
の加工食品
【31】食用魚介類（生きているものに限る。），鯉用の飼料
【43】鯉料理の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.18 願書
2005.08.12 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
2005.09.15 手続補足書
2005.10.18 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】砂で焙煎したコーヒー及び砂で焙煎したココア

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.18 願書
2005.03.09 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.29 手続補正書
2005.11.29 手続補足書
2005.11.29 認定･付加情報
2005.11.29 認定･付加情報
2005.11.29 意見書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

30

【30】食酢，もち米をベースとして酢を混合した粉末を主原料とし、菜種油・大豆油などを加 【中間記録情報】
えて練り合わせ、それを顆粒・粉末・カプセルに充填した酢加工食品
［審査］
2005.02.23 願書
2005.03.04 手続補正指令書(出願)
2005.03.10 手続補正書
2005.03.17 認定･付加情報
2005.03.17 認定･付加情報
2005.08.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.30 意見書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
2006.09.06 職権訂正履歴(職権訂正)

通常:
2005-007055
標準

通常:
2005-013347
標準

通常 2005-013357

通常 2005-015039

※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

13

生涯健康

通常:
2005-015648
標準

30

14

15

16

ＳＷＥＥＴ ＳＨＯＰ

北 秋刀魚＼北 さんま

立体商標

指定商品・役務
【29】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，ビタミン類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・粉末状・ス
【30】菓子及びパン

通常:
2005-015888
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.24 願書
2005.02.25 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.30 意見書
2005.11.30 手続補足書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

29

【29】さんま，さんまのさしみ，さんまの缶詰，さんまのみりん干し，さんまのぬか漬け，さん 【中間記録情報】
［審査］
まの素干し
2005.02.25 願書
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.26 意見書
2006.06.13 拒絶査定

30

【30】あめ

通常 2005-016149

通常:
2005-016160
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
【中間記録情報】
［審査］
2005.02.24 願書
2005.11.11 伺い書
2005.11.25 伺い回答書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.11 意見書
2006.06.13 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.25 願書
2005.04.15 手続補正指令書(出願)
2005.05.09 手続補正書(方式)
2005.06.03 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.14 意見書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定
2006.08.30 手続補正書
2006.10.10 手続補正書(方式)

2008/3/12
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

17

18

19

20

21

22

商標（見本）

商標

ぬれ花豆

ＭＥＤＩＮＡ

青汁菜

藻塩米

Ｔａｍｏｇｉ ｎｏ Ｃｈｉｋａｒａ

コラーゲン豆腐

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.10 願書
2005.04.23 刊行物等提出書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.06.08 刊行物等提出による通知書
2006.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.07 拒絶査定

33

【33】アルコール飲料（ビールを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.16 願書
2005.04.12 手続補正書
2005.05.24 認定･付加情報
2005.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.18 意見書
2006.01.18 手続補足書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定

31

【31】野菜（「茶の葉」を除く。），茶の葉

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.22 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)
2006.02.10 意見書
2006.06.16 拒絶査定

30

【30】米

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.24 願書
2005.04.11 認定･付加情報
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 上申書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.12 手続補正書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.01.12 認定･付加情報
2006.01.12 手続補足書
2006.01.12 意見書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.06.27 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
2005.03.24 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
め物，豆，食用たんぱく，きのこを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状 2005.05.10 手続補正指令書(出願)
2005.06.09 手続補正書(方式)
の加工食品
2005.07.07 認定･付加情報
2006.03.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

29

【29】豆腐

通常 2005-020997

通常:
2005-023024
標準

通常:
2005-024575
標準

通常 2005-025654

通常:
2005-025803
標準

通常:
2005-025810
標準

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

中間記録

30

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.11 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.08 意見書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

23

24

25

26

27

28

商標（見本）

商標

コエンザイムＱ１０豆腐

コエンザイムＱ１０豆乳

アルファリポ酸豆腐

アルファリポ酸豆乳

フルーツカフェ

いちご煮ラーメン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】豆腐

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.11 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.08 意見書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

29

【29】豆乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.11 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.08 意見書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

29

【29】豆腐

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.11 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.08 意見書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

29

【29】豆乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.11 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.08 意見書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.04 願書
2005.04.04 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
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定
2006.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】うにとあわびを主材とするいちご煮を用いた中華そばのめん，うにとあわびを主材とす 【中間記録情報】
るいちご煮を用いた即席中華そばのめん，うにとあわびを主材とするいちご煮を用いた中 ［審査］
2005.04.05 願書
華そば用スープ，うにとあわびを主材とするいちご煮を用いた即席中華そば用スープ
2005.04.05 認定･付加情報
2005.05.31 刊行物等提出書
2005.07.06 認定･付加情報
2005.07.08 刊行物等提出による通知書
2005.07.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.29 意見書
2005.11.29 手続補足書
2005.11.29 代理人選任届
2005.12.02 認定･付加情報
2005.12.27 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定

通常:
2005-025813
標準

通常:
2005-025814
標準

通常:
2005-025815
標準

通常:
2005-025816
標準

通常 2005-029416

通常:
2005-029799
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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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

29

30

31

32

33

34

商標（見本）

商標

紀尾井

小樽のかにキムチ

うにバター

リトル スカーレット

ＬＩＴＴＬＥ ＳＣＡＲＬＥＴ

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］
2005.04.05 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.13 意見書
2006.06.09 拒絶査定
2007.08.02 登録料納付
［登録］
2007.07.13 登録査定書
2007.08.02 設定納付書
2007.08.28 登録証

29

【29】かにのキムチ漬け

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.23 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.08 再送
2006.01.04 再送
2006.03.07 官報公告
2006.06.23 拒絶査定
2006.11.10 官報公告

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，香辛料，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，イーストパ
ウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん
麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.08 願書
2005.04.11 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.26 手続補正書
2005.12.26 意見書
2005.12.27 認定･付加情報
2005.12.27 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)
2006.06.09 拒絶査定

33

【33】洋酒，果実酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.04 願書
2005.11.25 職権訂正履歴(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)
2006.06.02 拒絶査定

33

【33】洋酒、果実酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.04 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)
2006.06.02 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【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)
2006.02.09 意見書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-029803
標準

通常 2005-030071

通常 2005-031181

通常:
2005-034207
標準

通常:
2005-034208
標準

なまざとう＼生砂糖＼ＲＡＷ Ｓ
ＵＧＡＲ＼ＮＡＭＡＺＡＴＯＵ＼ＫＩＺ 通常 2005-034586
ＡＴＯＵ

※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）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
32

35

ＨＡＮＤＹ ＤＥＳＳＥＲＴ

分割 2005-035107

29

36

37

38

39

40

鮭のちから

携帯青汁

食物せんいをおいしく

宇都宮餃子館

ダイコンカルシウム

通常:
2005-037642
標準

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.06 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.26 意見書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
2007.01.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【29】鮭（生きているものを除く。），鮭を主原料とする加工水産物，鮭の抽出物を主原料と 【中間記録情報】
する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，鮭を使用した ［審査］
2005.04.26 願書
食用魚粉，鮭を使用したカレー・シチュー又はスープのもと，鮭を使用したお茶漬けのり，
2005.12.02 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
鮭を使用したふりかけ
項11号?13号除く))
2006.01.06 手続補正書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

29

【29】加工野菜を主原料とした青汁を使用してなる錠剤状・顆粒状・液状・粉状・板状・ゲル
状・ゼリー状・カプセル状の加工食品，野菜を主原料とした青汁を使用してなるカプセル状・
粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品，野菜エキスを主原料とした青汁を
使用してなる棒状・ブロック状・ペースト状・粉末状・顆粒状・液状・カプセル状・錠剤状の加
工食品，乾燥野菜を主原料とした青汁を使用してなる粉末状・顆粒状又は粒状の加工食
品，加工野菜及び加工果実を主原料とした青汁

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.06 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.10 手続補正書
2006.01.10 意見書
2006.06.02 拒絶査定

29

【29】スープのもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.11 願書
2005.05.11 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.17 意見書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定

30,43

【30】ぎょうざ
【43】飲食物の提供

01,30,32

【01】食品添加物
【30】カルシウム含有食品
【32】カルシウム含有飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.11 願書
2005.05.19 認定･付加情報
2005.06.25 刊行物等提出書
2005.08.15 認定･付加情報
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
2005.12.22 出願人名義変更届
2006.02.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.04.22 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.14 手続補正書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.04.28 補正の却下の決定
2006.06.16 拒絶査定

通常 2005-039669

通常:
2005-040805
標準

通常:
2005-041053
標準

通常 2005-041153

※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】乳清飲料，飲料用野菜ジュース
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

41

42

43

商標（見本）

商標

かんぼたん＼寒牡丹

世界の食卓から

種別 出願番号

区分

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.05.12 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
2005.05.12 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

29,30,43

【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 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.05.16 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2005.07.04 手続補正書
2005.08.05 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
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
（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 2006.06.09 拒絶査定
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
【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
【32】鉱泉水，炭酸水，飲料水，清涼飲料，果実飲料，ビール，乳清飲料，飲料用野菜
【中間記録情報】
［審査］
ジュース
2005.05.17 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.16 拒絶査定
【32】鉱泉水，炭酸水，飲料水，清涼飲料，果実飲料，ビール，乳清飲料，飲料用野菜
【中間記録情報】
ジュース
［審査］
2005.05.17 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.16 拒絶査定

通常 2005-041272

通常:
2005-041376
標準

ｄｅｌｉｃａｂａｒ＼デリカバー

通常 2005-042541

情報機能水

通常:
2005-042887
標準
32

45

情報水

通常:
2005-042888
標準
31

46

薬膳ネギ ＆ 薬膳にら

【31】野菜

通常 2005-044162

※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
44

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.12 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.06 意見書
2006.01.06 手続補足書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.02.06 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.13 願書
2005.07.01 手続補正指令書(出願)
2005.10.07 通知書(却下処分前通知)
2006.01.24 上申書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.02.22 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

47

48

49

50

51

52

53

商標（見本）

商標

サンド

スナック和菓子

くび木のお茶

美容果実

キルッシュ

ＴＨＵＲＳＤＡＹ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】お好み焼き

30

【30】菓子

32

【32】木の茎を煎じたエキス茶を原材料としてなる清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.31 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

29

【29】冷凍果実，乾燥果実，その他の加工果実

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
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+第4条1
項16号)
2006.05.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
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)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
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)
2006.06.09 拒絶査定

通常:
2005-045933
標準

通常:
2005-047624
標準

通常 2005-047963

通常 2005-048453

通常:
2005-048455
標準

通常:
2005-048464
標準

特許庁データに記載されていま
通常 2005-048466
せん

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

中間記録

30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2005.05.25 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.08 拒絶査定
2007.07.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.30 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)
2006.02.21 意見書
2006.06.16 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

54

55

56

57

58

59

60

商標（見本）

商標

ロープ

窯だしなめらかプリン

なめらかプリンアイスクリーム

しっとりパウンドケーキ

京じめ

ＪＵＧＯＳ ＤＥＬ ＭＡＩＰＯ

黒めし

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］
2005.06.01 願書
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)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】プリン

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.03 願書
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.31 意見書
2006.06.13 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.03 願書
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.31 意見書
2006.06.13 拒絶査定

30

【30】パウンドケーキ

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.03 願書
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.30 意見書
2006.06.13 拒絶査定

29

【29】加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.07 願書
2006.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

32

【32】濃縮果汁ジュース，フレッシュ果実ジュース，その他の果実飲料，清涼飲料，乳清飲
料，濃縮野菜ジュース，フレッシュ野菜ジュース，その他の飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.09 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】調理済みの米飯，レトルトパウチした米飯，電子レンジ加工用パック詰米飯，冷凍ご
飯，乾燥米，強化米，米飯の缶詰，すし，べんとう

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
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)
2006.06.05 拒絶査定

通常:
2005-048473
標準

通常 2005-049782

通常 2005-049785

通常 2005-049786

通常:
2005-050522
標準

通常:
2005-051675
標準

通常 2005-052657

※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）２００６．０６.xls
No.

61

62

商標（見本）

商標

馬場なす

いきいき新鮮

種別 出願番号

区分

64

29,30

【29】食肉，肉製品，食用魚介類（生きているものを除く。），加工水産物，豆，加工野菜及 【中間記録情報】
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は ［審査］
2005.06.13 願書
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく
2005.06.13 認定･付加情報
2006.01.12 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
2006.06.02 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】お茶漬け風弁当
【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)
2006.06.09 拒絶査定

通常:
2005-052714
標準

通常:
2005-052727
標準

65

66

とんかつ茶漬け＼とんかつちゃ
通常 2005-052768
づけ

受験生応援

薬膳豆

瓶チュー

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2005.06.14 手続補正書(方式)
2006.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.27 手続補正書
2006.02.27 意見書
2006.02.28 手続補足書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.02.28 認定･付加情報
2006.03.08 認定情報通知書
2006.03.08 認定情報通知書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶査定

29

【29】肉製品，かまぼこ，その他の加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ 【中間記録情報】
［審査］
昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。）
2005.06.13 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2005.09.01 代理人辞任届
2005.09.01 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】豆菓子および豆を使用してなる菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.08 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］
2005.06.13 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2005.08.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

通常:
2005-052780
標準

通常:
2005-052787
標準

通常:
2005-052810
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】大阪府貝塚市馬場地区産のなす

30
63

指定商品・役務

31
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

67

68

69

70

71

72

商標（見本）

商標

阪谷棚田米

阪谷米

ローズヒップチョコ

四川餃子

美濃三川

えらぶ∞海洋深層水

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】福井県大野市の阪谷地区の棚田で生産された米，福井県大野市の阪谷地区の棚田 【中間記録情報】
で生産された強化米，福井県大野市の阪谷地区の棚田で生産された米を原料とするもち， ［審査］
2005.05.30 願書
福井県大野市の阪谷地区の棚田で生産された米による赤飯，福井県大野市の阪谷地区
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
の棚田で生産された米による米飯
2006.02.20 手続補正書
2006.04.21 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】福井県大野市の阪谷地区産の米，福井県大野市の阪谷地区産の強化米，福井県大 【中間記録情報】
野市の阪谷地区産の米を原料とするもち，福井県大野市の阪谷地区産の米による赤飯， ［審査］
2005.05.30 願書
福井県大野市の阪谷地区産の米による米飯
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.20 手続補正書
2006.04.21 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】チョコレート

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.03 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.16 拒絶査定

30

【30】ぎょうざ，しゅうまい，飲茶

【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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.30 拒絶査定

30

【30】菓子、パン

【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+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

32

【32】ビール、清涼飲料水、海洋深層水、濃縮海水、果実飲料水

【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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.16 拒絶査定

通常:
2005-053004
標準

通常:
2005-053005
標準

通常 2005-054620

通常:
2005-054625
標準

通常 2005-054660

通常 2005-054671

※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）２００６．０６.xls
No.

73

74

75

76

77

商標（見本）

商標

ぬれやき煎

ＫＵＭＡ ＳＨＯＣＨＵ

玄米ドットコム＼ｗｗｗ．ｇｅｎ－
ｍａｉ．ｃｏｍ

能登大納言

ゆざわ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】生地に醤油をしみ込ませてカリッと焼き上げたせんべい

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 願書
2005.06.17 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.15 手続補正書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.03.15 意見書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定
2007.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.07 手続補正書
2007.11.01 登録料納付
［登録］
2007.10.31 登録査定書
2007.11.01 設定納付書
2007.11.27 登録証

33

【33】球磨産のしょうちゅう

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 願書
2006.01.17 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))
2006.02.10 手続補正書
2006.02.10 意見書
2006.06.27 拒絶査定

30

【30】発芽玄米

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.20 願書
2005.06.23 認定･付加情報
2005.08.15 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
2006.02.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 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
2006.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.28 意見書
2006.06.15 拒絶査定

通常:
2005-054753
標準

通常 2005-054812

通常 2005-055096

通常 2005-055474

通常 2005-056395

※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）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

78

匠の塩

通常:
2005-056494
標準

29
79

エム・ユー

通常:
2005-056561
標準
30

80

エム・ユー

通常:
2005-056562
標準
31

81

エム・ユー

通常:
2005-056563
標準
32

82

83

84

エム・ユー

エム・ユー

こがし正油

通常:
2005-056564
標準

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.06.29 手続補正書
2005.08.04 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)
2006.02.09 意見書
2006.06.09 拒絶査定
2007.04.20 登録料納付
2007.06.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.04.13 登録査定書
2007.04.20 設定納付書
2007.05.15 登録証
【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
2005.06.22 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.06.22 願書
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2005.06.22 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
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
用グルテン
2006.06.30 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
2005.06.22 認定･付加情報
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
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
種，種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
号)
2006.06.30 拒絶査定
【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】
［審査］
ジュース
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 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
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

29,30

【29】豚肉を主材料とする惣菜，牛肉を主材料とする惣菜，鶏肉を主材料とする惣菜，豚
肉・牛肉及び鶏肉を主材料とする惣菜
【30】豚肉弁当，牛肉弁当，鶏肉弁当，豚肉・牛肉及び鶏肉を主材料とする弁当

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 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)
2006.06.12 拒絶査定
2006.09.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-056565
標準

通常:
2005-056585
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】食塩
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

85

86

87

88

89

商標（見本）

商標

目標達成

海洋ミネラル農法

坂元のくろず

牛のへしこ

豚のへしこ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【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】生花の花輪，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.06.23 願書
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
2005.07.14 認定･付加情報
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，
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

30

【30】黒酢入り茶，黒酢入りのあめ，黒酢入りのキャンディ，黒酢入りみそ，黒酢もろみ末， 【中間記録情報】
黒酢を用いたドレッシング，黒酢を用いたマヨネーズソース，黒酢を使用しためんつゆ，黒 ［審査］
酢を使用した焼肉のたれ，黒酢入りはちみつ，黒酢入り米飯の缶詰，黒酢入りのぎょうざ， 2005.06.24 願書
2005.07.08 手続補正指令書(出願)
黒酢を使用したすし，黒酢入りたこ焼き，黒酢入りゼリーのもと，黒酢を主成分とする錠剤
2005.07.15 手続補正書(方式)
状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状の加工食品
2005.08.24 認定･付加情報
2005.08.24 認定･付加情報
2005.09.14 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.09.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.19 手続補正書
2005.10.19 認定･付加情報
2005.10.19 認定･付加情報
2005.10.19 意見書
2005.10.19 手続補足書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶査定

29

【29】ぬか漬け牛肉，ぬか漬け牛肉の缶詰，ぬか漬け牛肉の瓶詰，ぬか漬け牛肉入りお茶 【中間記録情報】
［審査］
漬けのもと，ぬか漬け牛肉入りふりかけ
2005.06.27 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)
2006.06.09 拒絶査定

29

【29】ぬか漬け豚肉，ぬか漬け豚肉の缶詰，ぬか漬け豚肉の瓶詰，ぬか漬け豚肉入りお茶 【中間記録情報】
［審査］
漬けのもと，ぬか漬け豚肉入りふりかけ
2005.06.27 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)
2006.06.09 拒絶査定

通常 2005-056738

通常 2005-057032

分割:
2005-057658
標準

通常:
2005-057944
標準

通常:
2005-057945
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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【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)
2005.07.26 手続補正書(方式)
2005.09.02 認定･付加情報
2005.09.02 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.09 意見書
2006.03.31 手続補正指令書(中間書類)
2006.04.13 手続補正書(方式)
2006.06.02 認定･付加情報
2006.06.02 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

90

91

92

93

94

95

商標（見本）

商標

力もち

エコ ＩＱ＼ＥＣＯ ＩＱ

片品高原大白大豆

じねんじょ＼自然薯＼そば

くちどけホワイト

とろけるホワイト

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，コー ［審査］
2005.06.27 願書
ヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，
2005.06.27 認定･付加情報
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 2005.08.10 刊行物等提出書
2005.09.08 認定･付加情報
みの大麦，食用粉類，食用グルテン
2005.09.09 刊行物等提出による通知書
2006.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.27 意見書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶査定

29

【29】ビンカマイナー抽出物・サケ白子抽出物・乳酸菌・大豆イソフラボン・Ｌ－カルニチン・
各種ビタミン類を主原料に配合した、固形状・粒状・顆粒状・液状・粉末状・錠剤状・カプセ
ル状の加工食品

29

【29】大豆，油揚げ，凍り豆腐，豆乳，豆腐，納豆，大豆を原材料として使用してなる加工野 【中間記録情報】
菜，大豆を原材料として使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと，大豆を原材料とし ［審査］
て使用してなるお茶漬けのり，大豆を原材料として使用してなるふりかけ，大豆を原材料と 2005.06.29 願書
2005.06.30 認定･付加情報
して使用してなる食用たんぱく
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 意見書
2006.03.28 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.29 手続補正書(方式)
2006.03.30 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定

30

【30】そばのめん

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.30 願書
2005.08.24 刊行物等提出書
2005.09.29 認定･付加情報
2005.10.21 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)
2006.06.06 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
2005.06.30 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 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
2005.06.30 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

通常:
2005-058167
標準

通常 2005-058802

通常 2005-059119

通常 2005-059530

通常:
2005-059566
標準

通常:
2005-059567
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］
2005.06.16 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

96

97

98

99

100

101

102

商標（見本）

商標

アルファリポサン

南出雲

秋の恵み＼五穀ブレンド茶

生田の杜

銀座ビューティーライフ

ＢＥＡＵＴＹ＼Ｑ１０

食感をたのしむ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】霊芝を主材料とする粉末状・顆粒状・錠剤状の加工食品，食用魚介類を主材料とする 【中間記録情報】
粉末状・顆粒状・錠剤状の加工食品，加工水産物を主材料とする粉末状・顆粒状・錠剤状 ［審査］
2005.07.04 願書
の加工食品，加工野菜を主材料とする粉末状・顆粒状・錠剤状の加工食品
2005.07.27 認定･付加情報
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)
2006.06.23 拒絶査定

30

【30】調味料，香辛料，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，穀物の加工
品，菓子及びパン，はちみつ

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.04 願書
2005.07.11 認定･付加情報
2005.08.26 刊行物等提出書
2005.10.07 刊行物等提出による通知書
2005.11.21 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.05 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 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，スープのもと，こんにゃく，豆腐

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.05 願書
2005.07.15 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))
2006.06.19 拒絶査定
2008.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物，食肉，卵，食用水産物，野 【中間記録情報】
［審査］
菜，果実，加工食料品
2005.06.23 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定
2006.10.04 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

29

【29】コエンザイムＱ１０・ロイヤルゼリー・ビタミンＥを主成分とする錠剤状・糖衣錠の加工
食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

補却 2005-060593

通常:
2005-060640
標準

通常 2005-061309

通常 2005-061362

通常 2005-061526

通常 2005-061527

通常:
2005-061543
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.

103

104

105

106

107

商標（見本）

商標

水山葵＼みずわさび

清流山葵＼せいりゅうわさび

パタート

あさぎりの水 ペーハー８

さらさら

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】わさびを使用してなる加工野菜，わさび味のお茶漬けのり，わさび味のふりかけ

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.08.08 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)
2006.02.22 手続補正書
2006.02.22 意見書
2006.02.22 意見書
2006.02.23 手続補正書
2006.02.23 意見書
2006.02.23 意見書
2006.04.21 手続補正書
2006.04.21 通知書(再提出通知)
2006.04.21 通知書(再提出通知)
2006.04.21 通知書(再提出通知)
2006.06.16 拒絶査定

29

【29】わさびを使用してなる加工野菜，わさび味のお茶漬けのり，わさび味のふりかけ

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.08.05 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)
2006.02.22 手続補正書
2006.02.23 手続補正書
2006.04.21 手続補正書
2006.04.21 通知書(再提出通知)
2006.04.21 意見書
2006.06.16 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 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)
2006.03.14 再送
2006.04.04 再送
2006.06.23 拒絶査定
2006.07.04 再送

32

【32】清涼飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 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)
2006.06.23 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料

【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)
2006.03.15 意見書
2006.03.16 手続補足書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定
2006.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-061561

通常 2005-061562

通常:
2005-062120
標準

通常:
2005-062123
標準

通常:
2005-062197
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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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

108

109

110

111

112

113

114

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【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］
2005.07.07 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)
2006.06.09 拒絶査定

16,29,30

【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］
2005.07.07 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)
2006.06.09 拒絶査定

16,29,30

【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］
2005.07.07 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)
2006.06.09 拒絶査定

31

【31】みかん

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 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］
2005.06.23 願書
2005.07.22 手続補正指令書(出願)
2005.07.25 手続補正書(方式)
2005.09.02 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.24 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)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉 【中間記録情報】
［審査］
まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ
2005.07.08 願書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 拒絶査定

ボタニカルレメディー＼Ｂｏｔａｎｉｃ
通常 2005-062610
ａｌｒｅｍｅｄｙ

ボタニカルズレメディーズ＼Ｂｏｔ
通常 2005-062611
ａｎｉｃａｌｓｒｅｍｅｄｉｅｓ

ボタニカルレメディーズ＼Ｂｏｔａ
通常 2005-062612
ｎｉｃａｌｒｅｍｅｄｉｅｓ

真穴みかん

（あもりがわ）∞天降川

通常:
2005-062647
標準

通常 2005-062738

おんせん の＼この温泉飲んで
通常 2005-062766
みて。

紫ダイジョ

通常:
2005-062962
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

16,29,30
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

115

116

117

118

商標（見本）

商標

発酵コラーゲン納豆

むさしや

沖縄ラフティーまんじゅう

燻製活〆とらふぐ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】納豆

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.08 願書
2005.07.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.15 手続補正書
2005.07.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.26 拒絶査定

30,43

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.08 願書
2005.07.11 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.16 拒絶査定

30

【30】持ち帰り用調理済みのオムライス，持ち帰り用調理済みのカレーライス，卵・肉・魚介
類の加工品を主材とする持ち帰り用惣菜，べんとう，サンドイッチ，すし，たこ焼き，ハン
バーガー，ピザ，ホットドッグ，ぎょうざ，しゅうまい，肉まんじゅう，ミートパイ，ラビオリ，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，食用粉
類，穀物の加工品，コーヒー豆，アイスクリーム用凝固剤，食品香料（精油のものを除
く。），アーモンドペースト，イーストパウダー，即席菓子のもと，酒かす，食用グルテン
【43】飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供，飲食店に関する情報の提供，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
【30】豚肉入りまんじゅう

29

【29】とらふぐのくんせい

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.11 願書
2005.07.12 認定･付加情報
2006.02.06 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
2006.03.16 手続補足書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.05.08 意見書
2006.05.08 手続補足書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.06.02 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定

通常:
2005-063067
標準

通常:
2005-063097
標準

通常:
2005-063340
標準

通常 2005-063341

※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］
2005.07.11 願書
2005.07.12 認定･付加情報
2006.02.06 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
2006.03.16 手続補足書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.11 願書
2005.08.24 手続補正指令書(出願)
2005.09.07 手続補正書(方式)
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.07 認定･付加情報
2006.03.22 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))
2006.05.01 手続補正書
2006.05.01 意見書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.30 認定･付加情報
2006.05.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.07 拒絶査定

33

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴
【29】肉製品，加工水産物，食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），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，野菜を主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品，食品用の花粉，果実
を主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品，食用たんぱく
【30】菓子及びパン，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，脱穀済みのえん麦，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，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，穀物を主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品，食用プロポリ
ス，食用のローヤルゼリー，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
【43】日本料理を主とする飲食物の提供，西洋料理を主とする飲食物の提供，中華料理そ
の他の東洋料理を主とする飲食物の提供，アルコール飲料を主とする飲食物の提供，そ
の他の飲食物の提供，在宅介護などの介護，要介護者の介護に関する情報の提供，要介
護者の介護に関する相談，介護に関する福祉の情報提供，介護予防に関する情報提供，
福祉施設の紹介，福祉施設の提供，福祉施設の提供に関する情報の提供，老人の養護，
老人の養護に関する情報の提供，保育所における乳幼児の保育，保育所における乳幼児
の保育に関する情報の提供，宿泊施設の提供，コンピュータネットワークを用いて行う宿泊
施設に関する情報の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，動物の宿泊施設
の提供，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
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.12 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)
2006.06.02 拒絶査定

31

【31】飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2005.07.13 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)
2006.03.28 上申書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.04.18 手続補正書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.04.18 認定･付加情報
2006.04.18 手続補足書
2006.04.18 意見書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶査定
2006.09.06 手続補正書

25,29,30,43

119

120

121

122

ハーモニカ横丁

サホロ＼佐幌

こうりんばい＼好隣梅

クリーミーテイスト

団体:
2005-063455
標準

通常 2005-063628

通常 2005-064215

通常:
2005-064491
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］
2005.07.11 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

123

124

125

126

127

128

商標（見本）

商標

掛川茶

コーペプチド９

ゆずの香り酎＼ゆずのかおり
ちゅう

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】茶

30,32

【30】ローヤルゼリーを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状又は液状の加工 【中間記録情報】
食品，菓子及びパン
［審査］
2005.07.15 願書
【32】清涼飲料，果実飲料
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.06 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 手続補足書
2005.07.25 認定･付加情報
2005.07.25 認定･付加情報
2005.09.11 刊行物等提出書
2005.10.12 認定･付加情報
2005.10.14 刊行物等提出による通知書
2005.10.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 拒絶査定

32

【32】鉱泉水

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.20 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)
2006.04.10 手続補正書
2006.04.10 手続補足書
2006.04.10 意見書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.06.27 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】
果実，肉製品，加工水産物，果実の缶詰及び瓶詰，果実の漬物，乾燥果実，乾燥野菜，ト ［審査］
2005.07.20 願書
マトの缶詰，その他の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
2005.07.20 認定･付加情報
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
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【32】清涼飲料，オレンジジュース，グレープジュース，トマトジュース，パインジュース，りん 項16号)
2006.04.10 意見書
ごジュース，その他の果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
2006.04.13 認定･付加情報
ジュース
2006.06.02 拒絶査定
2007.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-065664
標準

通常:
2005-065787
標準

通常 2005-066109

日本名水百選∞岩手山のバナ
ジウム＼天然水＼十和田八幡 通常 2005-066341
平国立公園

おやつですよ！

ＣＡＭＰＯ＼ＧＲＡＮＤＥ

通常 2005-066572

通常 2005-066847

※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］
2005.07.15 願書
2005.07.27 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)
2006.06.23 拒絶査定
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No.
129

130

131

132

133

134

135

商標（見本）

商標
茶フェ

田舎作り

越後五泉発

たらさし

洗糖（セントウ）

ダブルベリー

大満足の

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】茶，コーヒー，ココア
【43】飲食物の提供

29

【29】油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

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
2005.07.22 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
2006.03.10 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)
2006.06.16 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2005.07.22 認定･付加情報
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

29

【29】食用油脂，乳製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 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 2005.07.22 願書
2005.07.25 認定･付加情報
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.03.03 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
2006.06.09 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.06.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
用グルテン

通常:
2005-067014
標準

通常:
2005-067311
標準

通常 2005-067676

通常 2005-067775

通常:
2005-067826
標準

通常:
2005-067847
標準

通常:
2005-067849
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

30,43
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【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4条1項11
号)
2006.06.02 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 願書
2005.08.26 手続補正指令書(出願)
2005.08.29 手続補正書
2005.09.08 認定･付加情報
2005.09.08 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.12 拒絶査定
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No.

136

137

138

139

140

141

142

商標（見本）

商標

つぶつぶ果肉をぎゅっと

健康な毎日へ

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］
2005.07.22 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2005.10.15 刊行物等提出書
2005.11.18 刊行物等提出による通知書
2005.11.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 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］
2005.07.22 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

30

【30】はちみつ

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 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］
2005.07.22 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 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］
2005.07.07 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

31

【31】野菜（茶の葉を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.07.25 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)
2006.06.09 拒絶査定

31

【31】野菜（茶の葉を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.07.25 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)
2006.06.09 拒絶査定

通常:
2005-067850
標準

通常:
2005-067852
標準

ＭＩＥＬＥ ＩＴＡＬＩＡＮＯ＼ミイエー
通常 2005-067863
レ・イタリアーノ

お鍋ひとつで

通常:
2005-067884
標準

ＳＵＰＥＲ ＪＵＭＢＯ＼スーパー
通常 2005-068027
ジャンボ

栗味ぽてと クリーミーポテト

ハイカラポテト

通常:
2005-068073
標準

通常:
2005-068075
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.

143

144

145

146

147

商標（見本）

商標

カラフルポテト

黒豆でサラサラ

築地∞青木

築地∞青木

甘露金時

種別 出願番号

区分

まんまる餃子

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.07.25 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)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】黒豆を用いた茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定

30

【30】べんとう

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.12 願書
2005.09.02 手続補正指令書(出願)
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

29

【29】玉子焼・魚介類の西京漬

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.12 願書
2005.09.02 手続補正指令書(出願)
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

29,31

【29】焼いも，加工野菜及び加工果実，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，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレ－・シ
チュ－又はス－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
【31】果実，野菜，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，うるしの
実，コプラ，麦芽，ホップ，未加工のコルク，やしの葉，食用魚介類（生きているものに限
る。），海藻類，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限
る。），蚕種，種繭，種卵，飼料，釣り用餌，果実，野菜，糖料作物，種子類，木，草，芝，ド
ライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，生花の花輪，飼料用たんぱく
【30】ぎょうざ

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

通常:
2005-068078
標準

通常:
2005-068295
標準

通常 2005-068446

通常 2005-068447

通常 2005-068715

通常:
2005-068848
標準

29
149

北海道こくとう

通常:
2005-068886
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】野菜（茶の葉を除く。）

30

148

指定商品・役務

31

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.09.07 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
2005.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.30 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
2005.07.26 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
2005.07.26 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定
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No.

150

151

152

153

154

155

商標（見本）

商標

てんさいこくとう

ビートこくとう

しれとこ鮭

しれとこ

京薬膳

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
2005.07.26 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
2005.07.26 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 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
2005.07.26 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
2005.07.26 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

29

【29】鮭，鮭を使用してなる加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.08.29 手続補正指令書(出願)
2005.08.30 手続補正書(方式)
2005.09.29 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.22 拒絶査定

29

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.08.29 手続補正指令書(出願)
2005.08.30 手続補正書(方式)
2005.09.29 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.22 拒絶査定

30,33,43

【30】調味料，香辛料，穀物の加工品，すし，べんとう
【33】薬味酒
【43】宿泊施設の提供，薬膳料理の提供

30

【30】米

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 認定･付加情報
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.27 拒絶査定
2006.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2005.11.28 手続補正書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.01.27 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)
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-068887
標準

通常:
2005-068888
標準

通常 2005-068932

通常 2005-068933

通常:
2005-068958
標準

極上魚沼こしひかり＼ウルトラ
通常 2005-069013
スーパー魚沼こしひかり

※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.

156

157

158

159

160

商標（見本）

商標

コーヒーフレッシュセレクト

食前食

食前スイーツ

自然品質

自然品質

種別 出願番号

区分

162

163

自然品質

黒蔘

タスマニアダークチェリー

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.27 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.27 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

29

【29】大豆油，乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，豆乳，豆腐，豆，食 【中間記録情報】
用たんぱく，棒状・板状・粉末状・粒状・錠剤状・液状・カプセル状の栄養補助用加工食品， ［審査］
2005.07.27 願書
冷凍野菜，加工卵，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，納豆
2005.07.27 認定･付加情報
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))
2006.06.02 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，茶，コー
【中間記録情報】
［審査］
ヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，穀類の加工品，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， 2005.07.27 願書
2005.07.27 認定･付加情報
ラビオリ，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
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
2005.10.25 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.02 拒絶査定
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.27 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定

通常 2005-069251

通常:
2005-069252
標準

通常:
2005-069253
標準

通常 2005-069262

通常 2005-069263

通常 2005-069264

29

【29】朝鮮人参又は高麗人参の根と尾を使って抽出した濃縮液又は濃縮エキスを主原料と 【中間記録情報】
した粒状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・球状・スティック状・ペースト状・ゲル状・ゼ ［審査］
2005.07.27 願書
リー状又は液状の加工食品
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

31

【31】果実

通常:
2005-069354
標準

通常:
2005-069552
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
2005.07.27 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
2006.02.24 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)
2006.06.02 拒絶査定

32
161

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 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)
2006.06.02 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

164

165

166

167

168

商標（見本）

商標

タスマニアチェリー

ルビーオレンジ

タスマニア紅秀峰

タスマニアさくらんぼ

空スイーツ

種別 出願番号

区分

クイックエイド＼ＱＵＩＣＫ ＡＩＤ

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 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)
2006.06.02 拒絶査定

31

【31】オレンジ

31

【31】果実

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.02 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 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)
2006.03.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.02 拒絶査定

31

【31】果実

30

【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
【中間記録情報】
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，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂 ［審査］
2005.07.15 願書
糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ
2005.10.21 刊行物等提出書
2005.11.21 認定･付加情報
2005.11.25 刊行物等提出による通知書
2005.11.28 刊行物等提出書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.12 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.01.13 刊行物等提出による通知書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.02 拒絶査定
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【05】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 【中間記録情報】
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 ［審査］
パッド，失禁用おしめ，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，乳幼児の離乳育児用加工食品および 2005.07.29 願書
飲料，たんぱく質・ビタミン・ミネラル等を主原料とした食餌療法食品及び飲料
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【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 項16号)
2006.06.30 拒絶査定
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，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，たんぱく質・ビタミン・ミネラル等を主原料とした固形状・粒状・顆粒状・液
状・粉末状・錠剤状・カプセル状の加工食品
【30】はちみつ，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， 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2005.07.29 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.06.23 拒絶査定
類，食用グルテン

通常:
2005-069553
標準

通常:
2005-069555
標準

通常:
2005-069556
標準

通常:
2005-069557
標準

通常 2005-070075

通常 2005-070406

30
170

フルーツハニー

通常 2005-070480

※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】果実

05,29

169

指定商品・役務

31
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 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)
2006.06.02 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

171

172

173

商標（見本）

商標

とっておきのスライスチーズ

とっておきのとろけるスライス

アブソープティブ アガリクス

種別 出願番号

区分

酒そば

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2005.07.29 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

29

【29】乳製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2005.07.29 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

05,29

【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，
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，乳児の離乳育児用加工食品，食餌療法用食品，食餌療法用飲
料，アガリクスエキスを使用してなる薬剤，アガリクスエキスを含有した食餌療法用食品，
アガリクスエキスを含有した食餌療法用飲料
【29】粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状又は液状の加工食品，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，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，アガリクス茸を主材料にした粒状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状
又は液状の加工食品，アガリクス茸を用いた加工野菜，アガリクス茸を加味してなる加工
果実，冷凍アガリクス茸，乾燥アガリクス茸，アガリクス茸エキス入り肉製品，アガリクス茸
エキス入り加工水産物，アガリクス茸エキスを含有する加工卵，アガリクス茸エキス入り乳
製品，アガリクス茸エキス入り食用油脂，アガリクス茸エキス入りなめ物，アガリクス茸エキ
【30】そばのめん

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2005.08.16 認定･付加情報
2006.03.10 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))
2006.06.16 拒絶査定

【30】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，米飯，コーヒー及びココア，調味料，香辛料，コーヒー豆，アーモ
ンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，酒かす，でんぷん・増
粘多糖類を主原料とする粉末状・液状の加工食品，うるち米及びもち米を主原料としてなる
もち，うるち米及びもち米を主原料としてなる棒状・板状・ブロック状の加工食品，糖類を主
原料としてなる粒状・顆粒状・液体状・ゲル状・固形状・錠剤状・カプセル状又はスティック
状の加工食品
【33】しょうちゅう

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定

通常:
2005-070520
標準

通常:
2005-070521
標準

通常 2005-071018

通常:
2005-071141
標準

30
175

おいしさいっぱい

通常 2005-071374

33
176

焼酎ＨＯＴ＼ショウチュウホット 通常 2005-071446

※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】チーズ

30

174

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2005.08.09 認定･付加情報
2005.10.11 刊行物等提出書
2005.11.10 認定･付加情報
2005.11.18 刊行物等提出による通知書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2005.08.02 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

177

178

179

180

181

商標（見本）

商標

あつかん焼酎

蔵出しのり

ハロウィンフェア

赤まま

図形商標

種別 出願番号

区分

クレム・ドゥ・ルヴァン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2005.08.02 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.02 拒絶査定

29

【29】焼き海苔

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.08 代理権変更届
2005.08.09 手続補足書
2005.09.07 認定･付加情報
2005.09.07 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.23 拒絶査定

30

【30】米飯の缶詰，ごま塩，食塩，べんとう，蒸し菓子，もち菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 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，みそ，ウースターソー ［審査］
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， 2005.08.03 願書
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 2005.09.05 手続補正指令書(出願)
2005.10.05 手続補正書(方式)
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 2005.11.04 認定･付加情報
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.04.03 意見書
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，
2006.06.23 拒絶査定
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】乳酸菌を発酵させて使用する製菓・製パン用発酵風味料
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.03 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.23 拒絶査定

通常 2005-071447

通常 2005-071797

通常:
2005-071907
標準

通常:
2005-071928
標準

通常 2005-071964

通常:
2005-072223
標準

30
183

￠Ｃｒｅｍｅ ｄｅ Ｌｅｖａｉｎ

【30】乳酸菌を発酵させて使用する製菓・製パン用発酵風味料

通常 2005-072224

※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】しょうちゅう

30
182

指定商品・役務

33

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.03 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.23 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

184

185

186

187

188

189

商標（見本）

商標

￠Ｃｒｅｍｅ ｄｅ Ｌｅｖａｉｎ＼クレ
ム・ドゥ・ルヴァン

下総古代蓮根

ガーリックグミ

§「自然＼品質」

§「自然＼品質」

§「自然＼品質」

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】乳酸菌を発酵させて使用する製菓・製パン用発酵風味料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.03 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.23 拒絶査定

29,31

【29】蓮根の加工品
【31】蓮根

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2005.09.16 手続補正指令書(出願)
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定

29

【29】加工にんにく

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.08.04 手続補足書
2005.08.12 手続補正書
2005.09.12 認定･付加情報
2005.09.12 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.28 再送
2006.06.16 拒絶査定

29

【29】大豆油，乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，豆乳，豆腐，豆，食 【中間記録情報】
用たんぱく，棒状・板状・粉末状・粒状・錠剤状・液状・カプセル状の栄養補助用加工食品， ［審査］
2005.08.04 願書
冷凍野菜，加工卵，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，納豆
2005.08.04 認定･付加情報
2006.03.03 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))
2006.06.09 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，茶，コー
【中間記録情報】
［審査］
ヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，穀類の加工品，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， 2005.08.04 願書
2005.08.04 認定･付加情報
ラビオリ，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
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

通常 2005-072225

通常 2005-072252

通常:
2005-072431
標準

通常 2005-072470

通常 2005-072471

通常 2005-072472

※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］
2005.08.04 願書
2005.08.09 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

190

191

192

193

商標（見本）

商標

Ｔａｈｉｔｉａｎ＼ＮＯＮＩ

時間をかけて

桜井郷温泉水

ナットウキナーゼ２０００

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【32】タヒチ産のノニを主原料とする果実飲料，タヒチ産のノニを主原料とする清涼飲料，タ 【中間記録情報】
ヒチ産のノニを主原料とするる乳清飲料，タヒチ産のノニのエキスを主原料とする錠剤状・ ［審査］
2005.07.25 願書
カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状・ブロック状の加工食品若しくは飲料のもと
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.02 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］
2005.07.23 願書
2005.08.16 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

32

【32】飲料用温泉水

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

29

【29】ナットウキナーゼを主原料とする粉末状・錠剤状・顆粒状・粒状・カプセル状・液状の
加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

通常 2005-072822

通常 2005-072886

通常:
2005-072939
標準

通常:
2005-072965
標準

中間記録

32

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］
3

194

食材プロ．Ｃｏｍ＼ショクザイプ
通常 2005-073106
ロドットコム

※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。

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
2005.08.05 願書
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 2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
毛
2006.06.16 拒絶査定
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，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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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,31

195

食材．Ｃｏｍ＼ショクザイドットコ
通常 2005-073107
ム

30,32
196

197

198

199

200

201

緑茶の日

燃焼サポート

Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｄｅｔｏｘ

Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｄｅｔｏｘ Ｄｉｅｔ

緑茶週間摘み

通常 2005-073126

指定商品・役務

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

29

【29】アミノ酸等を原材料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液体状・ペースト状又はカプ 【中間記録情報】
［審査］
セル状の加工食品
2005.08.05 願書
2006.02.28 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))
2006.06.27 拒絶査定

29

【29】アミノ酸等を原材料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液体状・ペースト状又はカプ 【中間記録情報】
［審査］
セル状の加工食品
2005.08.05 願書
2006.02.28 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))
2006.06.27 拒絶査定

30,32

【30】茶
【32】茶を加味した清涼飲料

29,30

【29】食物繊維・動植物抽出物・ビタミン・ミネラルを主成分とする粉状・顆粒状・錠剤状・固 【中間記録情報】
形状・液体状又はカプセル入りの加工食品
［審査］
2005.08.05 願書
【30】加工穀物を主成分とする粉末状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入り
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
の加工食品
号)
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-073176
標準

通常:
2005-073311
標準

通常:
2005-073312
標準

通常 2005-073351

ＢＡＬＡＮＣＥ ＤＩＥＴ＼バランス
通常 2005-073353
ダイエット

※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
2005.08.05 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
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
【30】茶
【中間記録情報】
［審査］
【32】茶を加味した清涼飲料
2005.08.05 願書
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.13 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.05 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定
2006.09.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.29 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］
2005.08.05 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.27 拒絶査定
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No.

202

203

204

205

206

207

商標（見本）

商標

ＶＬＣＤ＼ブイエルシーディー

くろごめうどん

新茶週間摘み

緑茶週間づくり

新茶週間づくり

くろごめそうめん

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】食物繊維・動植物抽出物・ビタミン・ミネラルを主成分とする粉状・顆粒状・錠剤状・固 【中間記録情報】
［審査］
形状・液体状又はカプセル入りの加工食品
2005.08.05 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.05.16 手続補正書
2006.06.30 拒絶査定
2006.07.31 手続補正書
2006.10.02 手続補正書
2007.11.06 手続補足書

30

【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.10 手続補足書
2005.09.07 認定･付加情報
2005.09.07 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

30,32

【30】茶
【32】茶を加味した清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 拒絶査定

30,32

【30】茶
【32】茶を加味した清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.27 拒絶査定

30,32

【30】茶
【32】茶を加味した清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.10 手続補足書
2005.09.07 認定･付加情報
2005.09.07 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

通常 2005-073354

通常:
2005-073356
標準

通常 2005-073357

通常 2005-073358

通常 2005-073360

通常:
2005-073374
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.

208

209

210

211

212

213

214

215

商標（見本）

商標

コラーゲンラーメン

ゲルマニウムラーメン

豆搾り

本物づくり

エルゴジェニック

すきやきラーメン

エルゴジェニックエイド

スーパーブイヨン２１

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】ラーメンのめん，即席ラーメンのめん，ラーメンスープ，即席ラーメンスープ

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.08 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

30

【30】ラーメンのめん，即席ラーメンのめん，ラーメンスープ，即席ラーメンスープ

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.08 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2005.08.08 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，穀物の加工品，サンドイッチ， 【中間記録情報】
［審査］
すし，ピザ，べんとう，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと
2005.07.26 願書
2005.08.16 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

29,32

【29】アミノ酸等を加味主成分とする固形状、錠剤状、粒状、顆粒状、粉末状、カプセル状、 【中間記録情報】
ゼリー状、スティック状、液体状の加工食品
［審査］
2005.08.09 願書
【32】アミノ酸等を加味した清涼飲料，アミノ酸等を加味した果実飲料，アミノ酸等を加味し
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
た飲料用野菜ジュース，アミノ酸等を加味した乳清飲料
条1項11号を除く))
2006.06.15 拒絶査定

29,30

【29】ラーメンスープのもと
【30】ラーメン用スープ

29,32

【29】アミノ酸等を加味主成分とする固形状、錠剤状、粒状、顆粒状、粉末状、カプセル状、 【中間記録情報】
ゼリー状、スティック状、液体状の加工食品
［審査］
2005.08.09 願書
【32】アミノ酸等を加味した清涼飲料，アミノ酸等を加味した果実飲料，アミノ酸等を加味し
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
た飲料用野菜ジュース，アミノ酸等を加味した乳清飲料
条1項11号を除く))
2006.06.15 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 【中間記録情報】
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は ［審査］
2005.08.09 願書
スープのもと，即席カレー，即席シチュー，即席スープ，即席みそ汁，なめ物，お茶漬けの
2005.08.09 認定･付加情報
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
2006.03.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 拒絶査定

通常:
2005-073430
標準

通常:
2005-073431
標準

通常:
2005-073628
標準

通常 2005-073990

通常:
2005-074124
標準

通常:
2005-074125
標準

通常:
2005-074140
標準

通常:
2005-074332
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］
2005.08.09 願書
2005.08.16 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.
216

217

218

219

220

221

222

商標（見本）

商標
酒米菊水

かとり

かとり

ビートクロサトウ

ビートクロサトウ

テンサイクロサトウ

テンサイクロサトウ

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

29

【29】動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物

33

【33】ビールを除くアルコール飲料

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
2005.08.10 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
2005.08.10 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 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 2005.08.10 願書
2005.08.10 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
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食 項16号)
2006.06.16 拒絶査定
用グルテン

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
2005.08.10 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
2005.08.10 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 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 2005.08.10 願書
2005.08.10 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
2005.10.14 刊行物等提出書
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
2005.11.16 認定･付加情報
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2005.11.25 刊行物等提出による通知書
用グルテン
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

通常:
2005-074474
標準

通常 2005-074533

通常 2005-074534

通常:
2005-074663
標準

通常:
2005-074664
標準

通常:
2005-074665
標準

通常:
2005-074666
標準

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

中間記録

33

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2006.03.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.26 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2006.03.03 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))
2006.06.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

223

224

225

226

227

228

229

商標（見本）

商標

さと＼世界遺産の郷

インカパープル

甘醤

甘醤仕立て

甘醤仕立て

一汁三菜

一汁三菜

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】菓子及びパン，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 【中間記録情報】
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 ［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 2005.08.10 願書
2005.08.10 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，お好み焼き，焼きそば，肉まんじゅう，ハン
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.04.17 意見書
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
2006.04.17 認定･付加情報
大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプ
2006.04.17 手続補足書
セル状・ゼリー状又は液状の加工食品
2006.05.19 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定
2006.07.21 手続補足書
2008.01.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】菓子及びパン

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，調味料，香辛料，アイスクリームのも ［審査］
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
2005.08.10 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 2005.08.10 認定･付加情報
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
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
2006.06.16 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
2005.08.10 願書
め物，豆，食用たんぱく
2005.08.10 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 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 2005.08.10 願書
2005.08.10 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
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食 項16号)
2006.06.16 拒絶査定
用グルテン

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
2005.08.10 願書
め物，豆，食用たんぱく
2005.08.10 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 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 2005.08.10 願書
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2005.08.10 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
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.06.16 拒絶査定
用グルテン

通常 2005-074700

通常:
2005-074891
標準

通常:
2005-074926
標準

通常:
2005-074928
標準

通常:
2005-074930
標準

通常:
2005-074933
標準

通常:
2005-074935
標準

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

中間記録

30

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.12 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

230

231

232

233

234

235

236

商標（見本）

商標

女性の体バランスを考えた

香り酵母

フレーバーリッチ

庄内板そば

種別 出願番号

区分

超冷製

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.03.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.13 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］
2005.08.10 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.03.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.13 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
2005.08.10 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
2005.08.11 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.08 拒絶査定

32

【32】そば

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定

29,31,43

【29】加工野菜，冷凍野菜，
【31】野菜
【43】飲食物の提供，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，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］
2005.08.10 願書
2005.08.12 認定･付加情報
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 拒絶査定

29,31,43

【29】加工野菜，冷凍野菜，
【31】野菜
【43】飲食物の提供，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，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］
2005.08.10 願書
2005.08.12 認定･付加情報
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 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］
2005.08.11 願書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

通常:
2005-075002
標準

通常:
2005-075005
標準

通常:
2005-075051
標準

通常 2005-075073

通常 2005-075165

通常:
2005-075276
標準

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

中間記録

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

京都北山発のサプリメント野菜 通常 2005-075164

サプリメント野菜

指定商品・役務
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

237

238

239

240

241

商標（見本）

商標

エイセイボーロ

プラスファイバー

赤しそ赤汁

おいしい赤汁

ブータン スモーク

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.11 願書
2005.08.15 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

29

【29】食物繊維を主成分とする粉末状・粒状・ソフトカプセル状・液状・ペースト状の加工食
品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.11 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.30 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
2005.10.21 認定･付加情報
2006.03.03 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))
2006.06.02 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.30 願書
2005.09.02 手続補正指令書(出願)
2005.09.12 手続補正書(方式)
2005.10.20 認定･付加情報
2005.10.20 認定･付加情報
2006.03.03 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))
2006.06.02 拒絶査定

29

【29】肉製品（豚舌，燻製品）

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2006.03.03 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))
2006.06.02 拒絶査定

通常 2005-075365

通常:
2005-075567
標準

通常:
2005-075674
標準

通常:
2005-075675
標準

通常 2005-075695

※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）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,29,30,32

242

カンショポリフェノール

通常:
2005-075717
標準

30
243

244

245

246

えびマヨ

島そば

茂木名物牛ステーキ串

＋ＸＹＬＩＴＯＬ

通常:
2005-075835
標準

指定商品・役務

30

【30】即席中華そばのめん，即席そばのめん

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.30 拒絶査定

29

【29】肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

30

【30】キシリトールを使用したチューインガム，キシリトールを使用した菓子及びパン，キシリ 【中間記録情報】
トールを使用したコーヒー及びココア，キシリトールを使用した茶
［審査］
2005.08.02 願書
2005.11.10 刊行物等提出書
2005.12.08 認定･付加情報
2005.12.16 刊行物等提出による通知書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定
2006.07.26 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

通常:
2005-075836
標準

通常 2005-076092

通常 2005-076128

※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

【05】かんしょのポリフェノールを含有する薬剤，かんしょのポリフェノールを含有する歯科 【中間記録情報】
用材料，かんしょのポリフェノールを含有する医療用腕輪，かんしょのポリフェノールを含有 ［審査］
2005.08.11 願書
する医療用油脂，かんしょのポリフェノールを含有する衛生マスク，かんしょのポリフェノー
2005.08.12 認定･付加情報
ルを含有するオブラート，かんしょのポリフェノールを含有するガーゼ，かんしょのポリフェ
2005.08.16 職権訂正履歴(職権訂正)
ノールを含有するカプセル，かんしょのポリフェノールを含有する眼帯，かんしょのポリフェ
ノールを含有する耳帯，かんしょのポリフェノールを含有する失禁用おしめ，かんしょのポリ 2005.09.02 職権訂正通知書(職権訂正)
フェノールを含有する人工受精用精液，かんしょのポリフェノールを含有する生理帯，かん 2006.03.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
しょのポリフェノールを含有する生理用タンポン，かんしょのポリフェノールを含有する生理 項16号)
2006.04.18 手続補正書
用ナプキン，かんしょのポリフェノールを含有する生理用パンティ，かんしょのポリフェノー
ルを含有する脱脂綿，かんしょのポリフェノールを含有する乳児用粉乳，かんしょのポリフェ 2006.04.18 手続補足書
2006.04.18 意見書
ノールを含有する乳糖，かんしょのポリフェノールを含有するはえ取り紙，かんしょのポリ
フェノールを含有するばんそうこう，かんしょのポリフェノールを含有する包帯，かんしょのポ 2006.05.22 認定･付加情報
リフェノールを含有する包帯液，かんしょのポリフェノールを含有する防虫紙，かんしょのポ 2006.06.09 拒絶査定
リフェノールを含有する胸当てパッド
【29】かんしょのポリフェノールを主原料とする錠剤状・固形状・粉末状・顆粒状・カプセル
状・液状の加工食品，かんしょのポリフェノールを含有する食肉，かんしょのポリフェノール
を含有する食用魚介類（生きているものを除く），かんしょのポリフェノールを含有する肉製
品，かんしょのポリフェノールを含有する加工水産物，かんしょのポリフェノールを含有する
豆，かんしょのポリフェノールを含有する加工野菜及び加工果実，かんしょのポリフェノール
を含有する冷凍果実，かんしょのポリフェノールを含有する冷凍野菜，かんしょのポリフェ
ノールを含有する卵，かんしょのポリフェノールを含有する加工卵，かんしょのポリフェノー
ルを含有する乳製品，かんしょのポリフェノールを含有する食用油脂，かんしょのポリフェ
ノールを含有するカレー・シチュー又はスープのもと，かんしょのポリフェノールを含有する
なめ物，かんしょのポリフェノールを含有するお茶漬けのり，かんしょのポリフェノールを含
【30】穀物の加工品
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

247

248

249

250

251

252

商標（見本）

商標

桑実エキス

軽井澤シュークリーム

豆仕込み

§大豆＼ミックス∞青汁

岩手山麓

本場韓国辛子明太子

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】加工野菜及び加工果実

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2005.09.12 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

30

【30】シュークリーム

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.15 願書
2005.08.15 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

29,32

【29】大豆及びケールを主原料とする粉末状又は液体状の加工食品，大豆粉末を配合した 【中間記録情報】
調理用の青汁粉末
［審査］
2005.08.15 願書
【32】大豆粉末を配合した飲料用青汁，大豆粉末を配合した飲料用青汁のもと，大豆及び
2005.08.15 認定･付加情報
ケールを使用した清涼飲料，大豆及びケールを使用した清涼飲料のもと
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))
2006.06.23 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
2005.08.03 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
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
め物，豆，食用たんぱく
2006.03.20 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.04.04 代理人受任届
2006.04.05 手続補足書
2006.04.12 意見書
2006.04.14 手続補足書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 認定･付加情報
2006.06.01 拒絶査定

29

【29】辛子明太子

通常 2005-076146

通常 2005-076165

通常:
2005-076262
標準

通常 2005-076268

通常:
2005-076377
標準

通常:
2005-076577
標準

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

中間記録

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.16 願書
2005.08.17 認定･付加情報
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.12 拒絶査定
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No.

253

254

255

256

257

258

259

商標（見本）

商標

玄米素材

やいま

蜂蜜まん

スウィートにんじん

ビーンファイバー

ビーンズバーガー

ビーンバーガー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】穀類胚芽、穀類糠、穀物全粒粉を主原料とする穀物の加工品，食用粉類

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 【中間記録情報】
［審査］
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
2005.08.04 願書
スープのもと，即席カレー，即席シチュー，即席スープ，即席みそ汁，なめ物，お茶漬けの
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.06.09 拒絶査定

30

【30】まんじゅう

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.10.10 刊行物等提出書
2005.11.11 刊行物等提出による通知書
2006.01.13 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

31

【31】野菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

29,30

【29】大豆を材料として用いた肉製品，大豆を材料として用いた加工水産物
【30】大豆を材料として用いたぎょうざ・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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.25 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

29,30

【29】肉製品，加工水産物
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.25 認定･付加情報
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
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

29,30

【29】肉製品，加工水産物
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.25 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

通常:
2005-076640
標準

通常 2005-076954

通常 2005-076955

通常:
2005-076959
標準

通常:
2005-076978
標準

通常:
2005-076979
標準

通常:
2005-076980
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］
2005.08.04 願書
2006.03.03 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))
2006.06.09 拒絶査定
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No.

260

261

262

263

264

265

266

商標（見本）

商標

ビーンズファイバー

手造り梅酒

ＰＵＲＥ ＫＯＳＨＵ

純甲州

セサミＱ１０

夢前牛

パインビーフ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】大豆を材料として用いた肉製品，大豆を材料として用いた加工水産物
【30】大豆を材料として用いたぎょうざ・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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.25 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 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］
2005.08.18 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

33

【33】ぶどう酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2005.08.19 認定･付加情報
2006.03.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

33

【33】ぶどう酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2005.08.19 認定･付加情報
2006.03.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

29

【29】ゴマペーストを主原料とする粉末状・錠剤状・顆粒状・粒状・カプセル状・液状の加工
食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

29

【29】食肉，牛肉

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.06 願書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.16 拒絶査定

29

【29】食肉，牛肉

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.06 願書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.03.10 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))
2006.06.16 拒絶査定

通常:
2005-076981
標準

通常:
2005-077119
標準

通常:
2005-077189
標準

通常:
2005-077190
標準

通常:
2005-077230
標準

通常 2005-077340

通常 2005-077341

※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

29,30
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No.

267

268

269

270

271

商標（見本）

商標

かきのり

かしわ茶

御用命

ヤセガム＼ＹＡＳＥＧＵＭ

スリムガム＼ＳＬＩＭＧＵＭ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】干しのり，焼きのり，味付けのり

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

30

【30】菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2006.03.10 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))
2006.06.16 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2006.03.10 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))
2006.06.16 拒絶査定

通常 2005-077348

通常 2005-077352

通常 2005-077387

通常 2005-077405

通常 2005-077406

※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.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,29,30,31,32

272

Ｉ．Ｂ．－Ｉ

通常:
2005-077468
標準

03,29,30,31,32

273

Ｂ．Ｂ．－Ｉ

通常:
2005-077469
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【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］
2005.08.19 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 2005.09.30 手続補正指令書(出願)
毛
2005.10.31 手続補正書(方式)
2005.11.29 認定･付加情報
【29】リン脂質を含む植物抽出液・カルシュウム・サイリウムを主原料とするスプレー型・液
状・粉末状・錠剤状・カプセル状の加工食品，天然アミノ酸を主成分とする液状・錠剤状・カ 2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
プセル状・顆粒状の加工食品，タンパク質分解物を主成分とする液状・錠剤状・カプセル
2006.06.23 拒絶査定
状・顆粒状の加工食品，マリンコラーゲンを含有する液状・錠剤状・カプセル状・顆粒状の
加工食品，イソマルトオリゴ糖・コラーゲンペプチド・グリコシルセラミド等を原材料とする液
状・錠剤状・カプセル状・顆粒状の加工食品，烏骨鶏の卵から作られた高濃度卵油・マカ・
有機ゲルマニウム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，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
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
【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］
2005.08.19 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 2005.09.30 手続補正指令書(出願)
毛
2005.10.31 手続補正書(方式)
2005.11.29 認定･付加情報
【29】リン脂質を含む植物抽出液・カルシュウム・サイリウムを主原料とするスプレー型・液
状・粉末状・錠剤状・カプセル状の加工食品，天然アミノ酸を主成分とする液状・錠剤状・カ 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))
プセル状・顆粒状の加工食品，タンパク質分解物を主成分とする液状・錠剤状・カプセル
2006.06.23 拒絶査定
状・顆粒状の加工食品，マリンコラーゲンを含有する液状・錠剤状・カプセル状・顆粒状の
加工食品，イソマルトオリゴ糖・コラーゲンペプチド・グリコシルセラミド等を原材料とする液 2007.06.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
状・錠剤状・カプセル状・顆粒状の加工食品，烏骨鶏の卵から作られた高濃度卵油・マカ・
有機ゲルマニウム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，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
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
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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
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.19 願書
2005.08.19 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.24 意見書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.04.25 手続補足書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

32

【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，乳酸菌生産物質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，ヘッド，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），
乳飲料，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，ハムサラダ，ポテトサラ
ダ，マカロニサラダ，フルーツサラダ，野菜サラダ，その他のサラダ，野菜を主材とする惣
菜，フルーツソース，コンポート，煮豆，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，
【32】容器入りの飲料水

29

【29】冬虫夏草を主成分とする加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2006.03.31 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))
2006.06.30 拒絶査定

31

【31】種子類，木，草，苗，苗木，花，ドライフラワー，生花の花輪

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

29

【29】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，
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粉状・粒状・錠剤状・カ
プセル状・液体状・ゼリー状の加工食品，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，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生き
ているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果
実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープ
のもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.22 拒絶査定
2007.02.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

274

275

276

277

278

手軽

日光連山森の天然水

通常:
2005-077718
標準

通常:
2005-077774
標準

中国高級幹部専用飲料＼チュ
ウゴク コウキュウ カンブ＼セ 通常 2005-077787
ンリョウ インリョウ

エメラルドクリーパー

スポーツサプリメント

通常:
2005-077800
標準

通常:
2005-078142
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］
2005.08.09 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定
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No.

279

280

281

282

283

284

商標（見本）

商標

ほくほく

デリファクトリー

いかくんカルパッチョ

伝承

まぐろかぶと煮

きんぴらまぐろ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子及びパン

29

【29】肉製品，加工水産物

29

【29】いかの加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.09.07 手続補正書
2005.10.06 認定･付加情報
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 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，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2005.08.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 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，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2005.08.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-078159
標準

通常:
2005-078169
標準

通常:
2005-078171
標準

通常:
2005-078243
標準

通常 2005-078253

通常 2005-078254

※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］
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2005.10.18 刊行物等提出書
2005.11.16 認定･付加情報
2005.11.25 刊行物等提出による通知書
2005.11.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.14 刊行物等提出書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.01.27 刊行物等提出による通知書
2006.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.30 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.09.07 手続補正書
2005.10.06 認定･付加情報
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 拒絶査定

2008/3/12
50／59

３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

285

286

287

288

商標（見本）

商標

黒みる貝＼（くろみるがい）

心に染みる

ダブル雲呑麺

七種

種別 出願番号

区分

290

291

茶農家一押無選別茶

花わかめ

麦餅

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 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］
2005.08.09 願書
2005.09.01 認定･付加情報
2006.02.03 刊行物等提出書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.10 刊行物等提出による通知書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

30

【30】中華そばのめん，スープ付きの中華そばのめん，即席中華そばのめん，具および
【中間記録情報】
スープ付きの即席中華そばのめん，調理済みの具付き即席中華そばのめん，調理済みの ［審査］
2005.08.22 願書
中華そば
2005.10.11 刊行物等提出書
2005.11.10 認定･付加情報
2005.11.15 刊行物等提出による通知書
2005.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 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 2005.08.23 願書
2005.09.15 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
2006.03.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
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 号)
2006.06.19 拒絶査定
用グルテン
【30】茶
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.11 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

通常 2005-078265

通常 2005-078268

通常:
2005-078280
標準

通常:
2005-078679
標準

通常 2005-078703

29

【29】干しわかめ

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2005.09.01 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

30

【30】パン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2005.08.25 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-078788
標準

通常:
2005-078837
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】食用魚介類（生きているものを除く）

30
289

指定商品・役務

29
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

292

Ｚパパヤ

通常:
2005-078868
標準
29

293

294

295

296

297

298

ナノカプセル

長命草（チョーメイソー、チョー
メーグサ）

ガラムとマサラ

通常:
2005-078967
標準

濃縮乳酸菌

【32】ボタンボウフウの成分を含有する清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.18 意見書
2006.06.30 拒絶査定
2007.08.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 拒絶査定

29

【29】海草を主原料とするか又は含んでいる液状又はペースト状又は粒状又は粉末状の加 【中間記録情報】
［審査］
工食料品
2005.08.24 願書
2006.03.31 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))
2006.06.30 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 2005.08.24 願書
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2005.08.24 認定･付加情報
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2005.08.31 代理人辞任届
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2005.08.31 認定･付加情報
用グルテン
2005.10.05 代理人受任届
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

29

【29】乳製品及び乳酸菌粉末を主原料とする粒状・粉末状・顆粒状・液状・クリーム状・ペー 【中間記録情報】
スト状・カプセル状の加工食品
［審査］
2005.08.25 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 拒絶査定

通常:
2005-078968
標準

通常:
2005-079002
標準

通常:
2005-079038
標準

通常:
2005-079277
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

フコイダン プロ＼フコイダン Ｐ
通常 2005-079023
ＲＯ＼Ｆｕｃｏｉｄａｎ ＰＲＯ

選んでハッピー

指定商品・役務

【29】ビタミンＣ及びパパイヤを主成分とした亜鉛を含む粉体・顆粒状・錠剤・あるいは液状 【中間記録情報】
［審査］
にした加工食品
2005.08.24 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.30 拒絶査定
【29】ナノテクノロジーを活用した粉末・顆粒・粒体・錠剤・カプセル又は液状の加工食品
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
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))
2006.06.30 拒絶査定

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

2008/3/12
52／59

３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

299

300

301

302

303

商標（見本）

商標

熟成黒ニンニク

茶の実＼ちゃのみ

はぼまい昆布しょうゆ

歯舞昆布しょうゆ

§小ざる＼やっこ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】加工ニンニク

30

【30】茶，コーヒー及びココア，氷，調味料（「氷砂糖・水あめ」を除く。），香辛料，アイスク
【中間記録情報】
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 ［審査］
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， 2005.08.25 願書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.04.07 意見書
テン
2006.04.07 手続補足書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶査定

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】
［審査］
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， 2005.08.12 願書
2005.09.06 認定･付加情報
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 2005.09.09 認定情報通知書
2006.02.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ム用安定剤
項16号)
2006.03.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.23 拒絶査定
2006.07.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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】
［審査］
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， 2005.08.12 願書
2005.09.02 認定･付加情報
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 2005.10.17 刊行物等提出書
2005.11.17 認定･付加情報
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー
2005.11.25 刊行物等提出による通知書
ム用安定剤
2005.12.12 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.02.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.23 拒絶査定
2006.07.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】凍り豆腐，豆腐

通常:
2005-079450
標準

通常 2005-079552

通常 2005-079722

通常 2005-079723

通常 2005-079732

※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］
2005.08.25 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定
2006.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定
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No.

304

305

306

商標（見本）

商標

天然冬虫夏草＼テンネントウ
チュウカソウ

塩田塩＼えんでんえん

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.16 願書
2006.03.17 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))
2006.06.30 拒絶査定

30

【30】食塩

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.08.29 手続補足書
2005.09.29 認定･付加情報
2005.09.29 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.25 意見書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定

29

【29】野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の
加工食品，果実を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は
飴状の加工食品，海藻を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー
状又は飴状の加工食品，きのこ抽出エキスを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉
末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品，漢方生薬を主成分とする錠剤状・カプセル状・
顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品，食物繊維を主成分とする錠剤状・カ
プセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品，各種ビタミンを主成分と
する錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品，各種ミネラ
ルを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食
品，アミノ酸を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状
の加工食品，各種の動物エキスを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液
状・ゼリー状又は飴状の加工食品，各種の植物エキスを主成分とする錠剤状・カプセル状・
顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品，魚油を主成分とする錠剤状・カプセ
ル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品，コラーゲンを主成分とする錠
剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品，タンパク質を主
成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品，豆
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.04 上申書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.17 手続補正書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.17 意見書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.06.28 拒絶査定

通常 2005-080271

通常 2005-080369

日本人のための＼サプリメント 通常 2005-080421

ニセコ高原

通常 2005-080436

29
308

ほくほくおでん

通常:
2005-080604
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】冬虫夏草を主成分とする加工食品

30

307

指定商品・役務

29

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.10 意見書
2006.05.10 手続補足書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定
2006.09.22 手続補正書
2006.09.22 手続補足書
2006.09.22 手続補正書
2006.10.26 手続補正書
2006.10.26 手続補足書
2006.10.26 手続補正書

【29】おでん材料の詰め合せ，おでん種として使用されるがんもどき，おでん種として使用さ 【中間記録情報】
れるこんにゃく，おでん種として使用されるゆで卵，おでん種として使用される牛すじ，おで ［審査］
ん種として使用される魚肉練り製品，おでん種として使用される厚揚げ，おでん種として使 2005.08.29 願書
用される焼き豆腐，おでん種として使用される水煮かぶ，おでん種として使用される水煮さ 2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
やいんげん，おでん種として使用される水煮さやえんどう，おでん種として使用される水煮 第4条1項11号)
2006.06.27 拒絶査定
だいこん，おでん用加工水産物，おでん用加工野菜，おでん用肉製品
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No.

309

310

311

312

313

314

商標（見本）

商標

西多摩

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］
2005.08.30 願書
2005.08.30 手続補足書
2005.09.02 認定･付加情報
2005.09.02 認定･付加情報
2005.10.17 刊行物等提出書
2005.11.16 認定･付加情報
2005.11.25 刊行物等提出による通知書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

32

【32】ビール

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

32

【32】ビール

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，穀物の加工品，サンドイッチ， 【中間記録情報】
すし，ピザ，べんとう，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと
［審査］
2005.08.17 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

30

【30】チップ状の形状をした菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.19 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.04 手続補正書
2006.04.04 意見書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.05.24 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

通常 2005-080756

銀座麦酒工房＼ＧＩＮＺＡ ＣＲＡ
通常 2005-081133
ＦＴ ＢＥＥＲ

銀座ブリュワリー＼ＧＩＮＺＡ Ｂ
通常 2005-081134
ＲＥＷＥＲＹ

本物通販

通常 2005-081162

スーパーチップス＼ＳＵＰＥＲ Ｃ
通常 2005-081654
ＨＩＰＳ

炭黒

通常:
2005-081780
標準

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

中間記録

33
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No.

315

316

317

318

319

320

321

商標（見本）

商標

スープ餃子

知床玉ねぎ

知床にんじん

知床はくさい

精進稲荷

浅間山

北海道味めぐり

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】餃子

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.19 願書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.27 意見書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

31

【31】たまねぎ

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

31

【31】にんじん

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

31

【31】はくさい

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

30

【30】すし

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 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 2005.09.06 願書
2006.04.11 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
2006.05.22 意見書
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
2006.05.22 手続補足書
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
2006.06.19 認定･付加情報
用グルテン
2006.06.27 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 【中間記録情報】
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は ［審査］
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
2005.08.23 願書
腐，納豆，食用たんぱく
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

通常 2005-082145

通常 2005-082173

通常 2005-082174

通常 2005-082175

通常 2005-082639

通常 2005-083282

通常 2005-083533

※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.

322

323

324

325

326

商標（見本）

商標

グラスフィオーレ

半熟丸目玉焼

京花けずり

マリーンエキス

ブタ蒲丼

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【21】ガラス基礎製品，ガラス製置物
【26】造花
【31】生花の花輪，押し花，花，ドライフラワー
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

29

【29】鶏卵を主材とする調理済惣菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.27 手続補正書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

29

【29】かつお節，削り節

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2005.09.12 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.06 意見書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.19 拒絶査定

30,43

【30】ブタ肉の丼物
【43】日本料理を主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

通常:
2005-084261
標準

通常:
2005-084502
標準

通常:
2005-084744
標準

通常 2005-085675

通常:
2005-086455
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

21,26,31,41
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

327

ぎっしりビタミン

329

330

たっぷりアミノ酸

§こじま＼謹製

含浸＼ＧＡＮＳＨＩＮ＼がんしん
＼§含浸製法

30

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 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)
2006.04.26 意見書
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-086620
標準

通常:
2005-086622
標準

通常 2005-086703

通常 2005-088048

※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］
2005.09.15 願書
2005.09.15 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.07 意見書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定

29

328

指定商品・役務
【29】コエンザイムＱ１０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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ハーブ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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，ビタミン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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ミネラ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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，α－リポ酸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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，分岐鎖アミノ酸を主原料
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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼ
リー状・ゲル状の加工食品，Ｌ－カルニチン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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，イソフラボ
ン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・錠剤状・液状・ペー
スト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，コラーゲン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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ビオ
チン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・錠剤状・液状・
ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，グルタチオン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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食
品，システインペプチド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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，リコピン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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，ブドウ種子抽出物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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，メロン抽出物を
【29】コエンザイムＱ１０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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ハーブ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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，ビタミン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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ミネラ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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，α－リポ酸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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，分岐鎖アミノ酸を主原料
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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼ
リー状・ゲル状の加工食品，Ｌ－カルニチン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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，イソフラボ
ン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・錠剤状・液状・ペー
スト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，コラーゲン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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ビオ
チン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・錠剤状・液状・
ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，グルタチオン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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食
品，システインペプチド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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，リコピン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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，ブドウ種子抽出物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・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，メロン抽出物を
【30】角煮入りまんじゅう，角煮入りハンバーグ

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2005.09.15 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.07 意見書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2005.09.16 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.07 意見書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定
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331

332

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 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)
2006.04.26 意見書
2006.06.30 拒絶査定

29,43

【29】果実・緑黄色野菜を主原材料とした顆粒状・粒状・カプセル状・液状・ペースト状・錠剤
状・固形状の加工食品，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，
ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大
麦，食用粉類，食用グルテン
【43】飲食物の提供
【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，ラーメンのつゆ，はちみつ・粉末あめ・水
あめその他の調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，ラー
メンのめんその他の穀物の加工品，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，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，即席ラーメン，調理済冷凍ラーメン，即席菓子のもと，米，脱穀済みのえん麦，脱穀
済みの大麦，食用粉類
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，電子計
算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供，ボウリング場・
その他の運動施設の提供，録音済みコンパクトディスク・録音済み光磁気ディスク・録音済
み磁気テープ・その他のレコードの貸与，録画済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスクの
貸与，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク・その他の記憶媒
体の貸与，その他のおもちゃの貸与，電子計算機端末による通信を用いて行う家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用のゲームの提供，遊園地用機械器具の貸与，スロットマシンの貸与，
遊戯用器具の貸与，映画・演芸・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，インターネットによる映画の提供，演芸の上演，演劇の演出又は上演，
音楽の演奏，インターネット又は移動体電話による通信を用いた音楽の提供，放送番組の
制作，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営又は開催，音響用又は
映像用のスタジオの提供，ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の
提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，映画機械器具の貸与，
映写フィルムの貸与，移動体電話による通信を用いたゲームの提供，娯楽情報の提供，イ
ンターネット又は移動体電話による通信を用いた画像の提供，写真の撮影
【30】コーヒー，コーヒー豆，コーヒー加工食品
【39】透明袋を用いた郵便送達によるコーヒー、コーヒー豆、コーヒー加工食品の配達・販売

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.17 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))
2006.06.16 拒絶査定
2006.08.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

網焼き＼あみやき＼網焼きチッ
通常 2005-088049
プス＼ＡＭＩＹＡＫＩ ＣＨＩＰＳ

サプリメントカフェ

通常:
2005-089001
標準

アイスクリームテラス＼ｉｃｅ ｃｒｅ
通常 2005-089078
ａｍ ｔｅｒｒａｃｅ

30,39

334

Ｃａｆｅ Ｍａｉｌ

通常:
2005-089670
標準

29,35,41

335

まだまだこれから

通常 2005-091122

※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

30,41,43

333

指定商品・役務

30

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2005.10.06 認定･付加情報
2005.10.14 認定情報通知書
2006.02.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.02 拒絶査定
2007.01.18 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
2005.09.14 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，たんぱくあるいはアミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレッ 2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ト状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品，ビタミン・ミネラルを主成分とする粉末 2006.06.02 拒絶査定
状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品
【35】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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・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，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く），運動施設の提供，運動用具の貸与
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３条拒絶（食品）２００６．０６.xls
No.

336

337

338

339

340

341

商標（見本）

商標

安全を買う

小山思川ぎょうざ

八ヶ岳

下野＼しもつけうどん＼しもつ
けうどん＼下野うどん＼しもつ
け＼下野うどん

フィッシュファクトリー

Ｃｏｆｆｅｅ Ｍａｉｌ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】弁当，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，米，食用粉
類，食用グルテン，穀物の加工品，菓子及びパン，即席菓子のもと，氷
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2006.02.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.03 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))
2006.06.02 拒絶査定

30,43

【30】ぎょうざ
【43】ぎょうざ料理の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

29

【29】納豆

30,43

【30】うどんのめん
【43】うどんを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.22 手続補正書
2006.06.22 意見書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶査定
2006.09.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

29

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

30,39

【30】コーヒー、コーヒー豆、コーヒー加工食品
【中間記録情報】
【39】透明袋等を用いた郵便送達によるコーヒー、コーヒー豆、コーヒー加工食品の配達・販 ［審査］
2005.10.13 願書
売
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2005.12.08 手続補正書(方式)
2006.01.20 認定･付加情報
2006.01.20 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

通常:
2005-092202
標準

通常 2005-092275

通常:
2005-095658
標準

通常 2005-095847

通常 2005-096010

通常:
2005-100606
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

30,43
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.26 意見書
2006.06.28 拒絶査定

