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３条拒絶（食品）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

1

商標

予防医学研究所

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

01,03,05,09,10,11,1
6,18,20,21,22,24,26,
28,29,30,31,32,33,3
6,41,42

【01】化学品，植物成長調整剤類，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），高
級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，原料プラスチック，パルプ，工業用粉類，肥料，写真材
料，試験紙，人工甘味料，陶磁器用釉薬
【03】せっけん類，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる
食品香料，薫料，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接
着剤，歯磨，研磨紙，研磨布
【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，包帯，衛生マスク，オブラート，ガー
ゼ，カプセル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生
理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，絆創膏，包帯
液，防虫紙
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子応用機械器具
及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，遊園地用機械器具，回転変流機，調相
機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，電気ブ
ザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，
火災報知機，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，盗難警報
器，安全用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライ
ター，抵抗線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウ
ント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ガソリンステーション用装置，自動販売
機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機
械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタン
プ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシ
ン，ウエットベルト，ウエットスーツ，浮き袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，
家庭用テレビゲームおもちゃ，メトロノーム
【10】医療用機械器具，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，ス
【30】茶，コーヒー及びココア

通常:
1998-065500
標準

30

2

￠Ｃａｆｅ Ｍｉｘ

通常 2003-018904

29,31

3

白金 シロガネ

通常:
2004-086232
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
1998.07.31 願書
1998.08.28 出願番号通知
1999.08.20 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
1999.08.20 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
1999.09.27 手続補正書
1999.11.19 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
1999.11.19 補正の却下の決定
1999.12.28 手続補正書
1999.12.28 意見書
2000.11.02 手続補正書
2000.12.15 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2001.01.23 意見書
2001.01.23 代理人受任届
2003.08.19 代理人辞任届
2005.09.03 伺い書
2005.10.21 伺い回答書
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2003.03.11 願書
2003.03.11 認定･付加情報
2004.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.03.02 意見書
2004.03.02 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

【29】卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，加工野菜及び加工 【中間記録情報】
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・シチューまたは ［審査］
スープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物
2004.09.17 願書
【31】生花の花輪，ホップ，海藻類，野菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，うるしの実，未加 2004.09.21 認定･付加情報
2005.03.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
工のコルク，やしの葉
号)
2005.04.25 手続補足書
2005.04.26 手続補正書
2005.04.26 認定･付加情報
2005.04.26 意見書
2005.04.26 認定･付加情報
2005.05.26 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
2006.10.02 手続補正書(方式)
2007.09.30 登録料納付
2007.10.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.06 登録査定書
2007.09.30 設定納付書
2007.10.30 登録証
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No.

商標（見本）

4

5

6

商標

立体商標

清里高原

還元ソルト＼ＫａｎｇｅｎＳａｌｔ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.12 願書
2004.11.12 認定･付加情報
2005.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.01.04 認定･付加情報
2006.07.10 拒絶査定

29

【29】乳製品

30

【30】食塩

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.16 願書
2004.11.16 認定･付加情報
2005.05.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.06.24 手続補正書
2005.06.24 認定･付加情報
2005.06.24 意見書
2005.06.27 手続補足書
2005.07.06 認定･付加情報
2005.07.25 認定･付加情報
2005.08.26 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))
2005.09.30 手続補正書
2005.09.30 意見書
2005.09.30 認定･付加情報
2005.09.30 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2004.11.19 願書
2005.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.06.08 上申書
2005.10.28 手続補正書
2005.10.28 意見書
2006.07.14 拒絶査定

通常:
2004-103739
立体

通常:
2004-104602
標準

通常 2004-106399

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

中間記録

32
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30,31

7

はくばく

通常:
2004-112577
標準

30

8

華茶

通常:
2004-113549
標準

30

9

まるトク

通常:
2004-117466
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

【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 2004.12.09 願書
2004.12.24 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
2005.05.24 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)
用グルテン
2005.07.04 意見書
2005.07.04 認定･付加情報
【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
2005.07.07 意見書
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， 2005.07.07 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。），蚕種， 2005.07.07 手続補足書
2005.08.05 認定･付加情報
種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
2006.07.04 拒絶査定
2006.11.02 上申書
2006.11.22 手続補正書
2006.11.22 手続補足書
2007.05.14 登録料納付
2007.08.31 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
［登録］
2007.04.16 登録査定書
2007.05.14 設定納付書
2007.06.06 納付書補充命令書(設定)
2007.06.12 納付書(設定補充)
2007.07.10 登録証
【30】花茶，お湯を注ぐと花の形に復元する乾燥生花を含む茶
【中間記録情報】
［審査］
2004.12.13 願書
2004.12.14 認定･付加情報
2005.06.03 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2005.07.13 手続補正書
2005.07.13 意見書
2005.07.14 認定･付加情報
2005.07.14 認定･付加情報
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.10.06 意見書
2005.10.12 認定･付加情報
2005.11.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.21 拒絶査定
【30】香辛料，米，脱穀済みの大麦，食用粉類，穀物の加工品，即席菓子のもと
【中間記録情報】
［審査］
2004.12.24 願書
2005.06.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.08.03 手続補正書
2005.08.03 手続補足書
2005.08.03 意見書
2005.09.07 認定･付加情報
2006.07.19 拒絶査定
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No.

10

11

12

13

商標（見本）

商標

塩沢産〆張りもち

種別 出願番号

区分

ＩＣＥＢＥＲＧ

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.21 願書
2005.06.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.02 意見書
2005.09.30 手続補正指令書(中間書類)
2005.12.28 手続補正書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.02.08 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

14,26,30

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.12 願書
2005.01.12 認定･付加情報
2005.05.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.06.27 手続補正書
2005.06.27 意見書
2005.06.27 認定･付加情報
2005.06.27 認定･付加情報
2006.03.29 出願人名義変更届(一般承継)
2006.05.02 手続補正書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定

30

【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【26】針類，被服用はとめ，テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，組
みひも，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除
く。），腕止め，衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除
く。），衣服用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），
ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン類，造花，つけあごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気
式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具
【30】アイスクリーム用凝固剤，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，ドレッシング，角砂糖，果糖，氷砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう
糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，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，サンドイッチ，たこ焼き，ハンバー
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，食
【30】ハーブ入りうどんの麺、ハーブ入りうどん

32

【32】ミネラルウォーター，香料を加味した清涼飲料，その他の清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.26 願書
2005.07.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.10.11 期間延長請求書
2005.11.14 意見書
2005.11.16 手続補足書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.04.03 伺い書
2006.04.14 伺い回答書
2006.07.06 伺い書
2006.07.14 伺い回答書
2006.07.25 拒絶査定
2006.10.24 手続補足書
2008.01.31 登録料納付
［登録］
2008.01.15 登録査定書
2008.01.31 設定納付書
2008.02.19 登録証

通常 2004-119847

通常:
2005-003639
標準

通常:
2005-005624
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】もち

アーム リング＼§ＡＲＭ ＲＩＮ
通常 2005-001490
Ｇ

ハーブうどん

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.01.04 願書
2005.02.25 手続補正指令書(出願)
2005.06.03 通知書(却下処分前通知)
2005.09.26 手続補正書
2005.12.13 認定･付加情報
2005.12.16 手続補正指令書(中間書類)
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))
2006.03.24 手続却下の処分(補正指令)
2006.07.21 拒絶査定
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No.

14

15

16

商標（見本）

商標

やさしい素材

ＢＩＯＡＭＹＬＯＳＥ

バナ水素水

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。），冷凍果実，冷凍 【中間記録情報】
野菜，肉製品，加工水産物，かつお節，寒天，削り節，とろろ昆布，干しのり，干しひじき， ［審査］
2005.01.28 願書
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
2005.02.18 手続補正指令書(出願)
腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，
豆，食用たんぱく
2005.05.27 通知書(却下処分前通知)
2005.06.14 手続補正書
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
2005.07.29 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，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， 2005.07.29 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
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，砂糖，麦芽糖，はちみつ， 2005.08.30 手続補正書
ぶどう糖，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 2005.08.30 意見書
2005.08.30 手続補足書
リームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう， 2005.09.30 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
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 2006.07.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
テン
2006.10.18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

30

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，みそ，ウースターソース，グレービーソース，ケ 【中間記録情報】
チャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネー ［審査］
2005.02.04 願書
ズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末
2005.02.07 認定･付加情報
あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，香辛料，食品香料
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
（精油のものを除く。），脱穀済みのえん麦，脱穀済の大麦，食用粉類，食用グルテン，穀
項16号)
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
2005.10.26 手続補正書
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，
2005.10.26 意見書
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，
2005.10.31 意見書
酵母，ベーキングパウダー，氷，アイスクリーム凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップク
2005.10.31 手続補足書
リーム用安定剤，酒かす
2005.11.10 手続補正書
2005.12.13 代理人受任届
2005.12.13 代理人選任届
2005.12.16 認定･付加情報
2005.12.16 認定･付加情報
2005.12.16 認定･付加情報
2005.12.16 認定･付加情報
2005.12.16 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶査定
2006.09.29 手続補正書(方式)
2006.09.29 手続補正書
2006.10.02 手続補足書
2007.05.15 登録料納付
2007.07.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.05.08 登録査定書
2007.05.15 設定納付書
2007.06.05 登録証

32

【32】清涼飲料

通常:
2005-006407
標準

通常:
2005-009372
標準

通常:
2005-011561
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

29,30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.02.14 願書
2005.08.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.09.22 意見書
2006.07.03 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０７.xls
No.

17

18

19

商標（見本）

商標

ＣＨＡＭＰＳ ＥＬＹＳＥＥＳ

豆乳おかき采の目

ＭＡＩＮＺ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.21 願書
2005.02.21 認定･付加情報
2005.08.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.22 期間延長請求書
2005.11.24 認定･付加情報
2005.12.26 意見書
2005.12.26 認定･付加情報
2005.12.26 手続補足書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.07.19 拒絶査定

30

【30】おかき

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.21 願書
2005.02.22 認定･付加情報
2005.08.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.03 手続補正書
2005.10.03 手続補足書
2005.10.03 認定･付加情報
2005.10.03 認定･付加情報
2005.10.03 意見書
2005.11.01 認定･付加情報
2006.07.25 拒絶査定

30,32

【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，
香辛料，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，穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー
状の加工食品
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース

通常:
2005-014205
標準

通常 2005-014227

通常:
2005-014267
標準

カーブブロッカー＼ＣａｒｂＢｌｏｃｋ
通常 2005-014402
ｅｒ

※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】フランス産のぶどう酒

29

20

指定商品・役務

33

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.21 願書
2005.02.21 認定･付加情報
2005.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.10.03 手続補正書
2005.10.03 意見書
2005.10.04 認定･付加情報
2005.10.04 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定
【29】植物エキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・液状・顆粒状・粉末状の加工食品，プ 【中間記録情報】
［審査］
ロテインを主成分とする錠剤状・カプセル状・液状・顆粒状・粉末状の加工食品，食用油
2005.02.21 願書
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
2005.02.22 手続補正書
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
2005.02.22 上申書
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
2005.03.08 認定･付加情報
用たんぱく
2005.08.08 出願人名義変更届
2005.09.09 認定･付加情報
2005.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.14 意見書
2005.12.14 手続補足書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.07.25 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０７.xls
No.

21

22

23

24

25

26

商標（見本）

商標

ＣＡＲＢ－ＢＬＯＣＫＥＲ

立体商標

ｃｌａｓｓ Ａ

のれんひゃくねん＼暖簾百年

ソルベット＼ＳＯＲＢＥＴＴＯ

ＧＥＯＲＧＩＡ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】植物エキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・液状・顆粒状・粉末状の加工食品，プ 【中間記録情報】
［審査］
ロテインを主成分とする錠剤状・カプセル状・液状・顆粒状・粉末状の加工食品，食用油
2005.02.21 願書
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
2005.08.08 出願人名義変更届
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
2005.09.09 認定･付加情報
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
2005.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
用たんぱく
項16号)
2005.12.14 意見書
2005.12.14 手続補足書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.07.25 拒絶査定

30

【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，調味料，香辛料，穀物の加 【中間記録情報】
［審査］
工品，こうじ，酵母，酒かす，米
2005.03.04 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.18 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］
2005.02.28 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.14 意見書
2006.01.13 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.23 手続補正書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.18 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.05.17 手続補正書(方式)
2005.06.14 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定
2006.10.06 手続補正書
2006.10.11 手続補足書

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.22 願書
2005.03.23 認定･付加情報
2005.10.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.28 願書
2005.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.17 上申書
2006.07.31 拒絶査定
2006.12.25 手続補正書
2008.01.07 出願取下書

通常 2005-014407

通常:
2005-018685
立体

通常 2005-021721

通常 2005-024000

通常 2005-024721

通常:
2005-026879
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.

27

28

29

30

31

商標（見本）

商標

ＣＡＰＥ ＡＢＡＬＯＮＥ

乳酸菌サプリ

果実水

浪花だこ＼ＮＡＮＩＷＡＤＡＫＯ

§スリット鉢

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

29,31

【29】あわび（生きているものを除く。），あわびを用いた加工水産物
【31】あわび（生きているものに限る。）

29

【29】乳酸菌飲料

通常:
2005-031536
標準

30,32

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.12 願書
2005.04.19 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定
【30】氷菓，フルーツの香りを有する氷，フルーツ風味の氷
【中間記録情報】
【32】飲料水，果実飲料，清涼飲料，フルーツの香りを有する清涼飲料，フルーツの風味を ［審査］
2005.04.05 願書
有する清涼飲料，果汁入り乳清飲料
2005.04.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】たこ焼き

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.12 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.05.23 手続補正書(方式)
2005.06.29 認定･付加情報
2006.01.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.02 手続補正書
2006.03.02 意見書
2006.07.07 拒絶査定

31

【31】生花の花輪，海藻類，野菜，果実，麦芽，種子類，木，草，芝，苗，苗木，花，麦

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.14 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.08.26 通知書(却下処分前通知)
2005.12.08 手続補正書(方式)
2006.01.23 認定･付加情報
2006.01.23 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定

通常:
2005-032292
標準

通常:
2005-034158
標準

通常 2005-037200

通常:
2005-038992
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］
2005.04.08 願書
2005.05.12 認定情報通知書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.02.20 手続補正書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.03.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 意見書
2006.06.30 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.05 認定情報通知書
2006.07.28 認定情報通知書
2006.07.28 拒絶査定
2006.07.28 認定･付加情報
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No.

32

33

34

商標（見本）

商標

ノニＦＤ

健康メニュー

健康メニュー

種別 出願番号

区分

36

37

幻のはちみつ

樽開き

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.09 願書
2005.05.25 認定･付加情報
2005.08.11 代理人辞任届
2005.08.19 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)
2006.07.07 拒絶査定

29

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.12 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

30

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.12 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

通常:
2005-039954
標準

通常 2005-041536

通常 2005-041537

通常 2005-043472

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.18 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)
2006.07.14 拒絶査定

33

【33】日本酒（樽開き用のものを除く。），洋酒（樽開き用のものを除く。），果実酒（樽開き用 【中間記録情報】
［審査］
のものを除く。），中国酒（樽開き用のものを除く。），薬味酒（樽開き用のものを除く。）
2005.05.20 願書
2005.11.11 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))
2005.12.09 手続補正書
2006.07.03 拒絶査定

29

【29】ケールを主原料とする調理用青汁のもと，ケールを主原料とする調理用青汁

通常:
2005-044392
標準

こだわりぬいた＼ＧＡＢＡ＼たっ
通常 2005-045910
ぷりの＼ケール＼青汁

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

中間記録

【29】加工野菜及び加工果実

30
35

指定商品・役務

29
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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
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.01 意見書
2006.03.01 手続補足書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
2006.08.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/4/7
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３条拒絶（食品）２００６．０７.xls
No.

38

39

商標（見本）

商標

奥阿蘇水源水

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.27 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.19 意見書
2006.07.07 拒絶査定

09,16,29,30,41

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【30】ナツメ・薔薇・ナルコユリ・紅茶・ハイビスカスを配合してなる茶，烏龍茶・トチュウ葉・サ
ンザシの果肉・蓮の葉・桑の葉・薔薇を配合してなる茶，桑の実・スギナ・ジャスミン・蓮の
葉・桑の葉・ハッカを配合してなる茶，蓮の葉・プーアル茶・サンザシの果肉・熊笹を配合し
てなる茶，焙じ鳩麦・烏龍茶・トチュウ葉・サンザシの果肉・蓮の葉を配合してなる茶，麦芽・
ナツメ・ルイボスティー・焙じ鳩麦を配合してなる茶，ナツメ・紅茶・クコ茶・人参・霊芝を配合
してなる茶，ドクダミ茶・緑茶・熊笹・薔薇・ナツメ・ユリ根を配合してなる茶，小麦・ナツメ・蓮
の実（殻を除いた種子）・熊笹・ジャスミン・エゾウコギを配合してなる茶，緑茶・桑の葉・ラフ
マ茶・ハブ茶・サンザシの果肉を配合してなる茶，五加皮・鶏血藤・クコ葉・ルイボスティー・
焙じ鳩麦・クコの実を配合してなる茶，ドクダミ茶・松の実・ナツメ・ニワウメの種子・プーアル
茶を配合してなる茶，クコの実・ナツメ・紅茶・薔薇を配合してなる茶，薔薇・ルイボスティー・
柿の葉・ラベンダー・蓮の実・クコの実・ジャスミンを配合してなる茶，緑茶・クコの実・焙じハ
ブ茶・目薬の木・熊笹を配合してなる茶，紅茶・蓮の葉・薔薇・クコの実・紅花を配合してなる
【30】ナツメ・薔薇・ナルコユリ・紅茶・ハイビスカスを配合してなる茶，烏龍茶・トチュウ葉・サ
ンザシの果肉・蓮の葉・桑の葉・薔薇を配合してなる茶，桑の実・スギナ・ジャスミン・蓮の
葉・桑の葉・ハッカを配合してなる茶，蓮の葉・プーアル茶・サンザシの果肉・熊笹を配合し
てなる茶，焙じ鳩麦・烏龍茶・トチュウ葉・サンザシの果肉・蓮の葉を配合してなる茶，麦芽・
ナツメ・ルイボスティー・焙じ鳩麦を配合してなる茶，ナツメ・紅茶・クコ茶・人参・霊芝を配合
してなる茶，ドクダミ茶・緑茶・熊笹・薔薇・ナツメ・ユリ根を配合してなる茶，小麦・ナツメ・蓮
の実（殻を除いた種子）・熊笹・ジャスミン・エゾウコギを配合してなる茶，緑茶・桑の葉・ラフ
マ茶・ハブ茶・サンザシの果肉を配合してなる茶，五加皮・鶏血藤・クコ葉・ルイボスティー・
焙じ鳩麦・クコの実を配合してなる茶，ドクダミ茶・松の実・ナツメ・ニワウメの種子・プーアル
茶を配合してなる茶，クコの実・ナツメ・紅茶・薔薇を配合してなる茶，薔薇・ルイボスティー・
柿の葉・ラベンダー・蓮の実・クコの実・ジャスミンを配合してなる茶，緑茶・クコの実・焙じハ
ブ茶・目薬の木・熊笹を配合してなる茶，紅茶・蓮の葉・薔薇・クコの実・紅花を配合してなる

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.18 拒絶査定

通常:
2005-047051
標準

ラテラルマーケティング＼ＬＡＴＥ
通常 2005-052835
ＲＡＬ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ

陰陽茶

通常:
2005-052847
標準

30

41

五行茶

通常:
2005-052848
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】鉱泉水，ミネラルウォーター，その他の清涼飲料

30

40

指定商品・役務

32
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2006.02.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2006.02.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０７.xls
No.

42

43

44

45

46

47

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

みそディップ

ＮＡＮＯ３０００

おいしさしっかり！

きれいな飲料

29

【29】なめみそ，みそを加味してなる加工果実，みそを加味してなる加工野菜

30

【30】みそを使用してなる調味料

03,32

【03】化粧品，せっけん類，香料類，かつら装着用接着剤，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家
庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟材，洗濯用でん粉のり，洗濯用
漂白剤，洗濯用ふのり，つや出し剤，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，
つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【32】清涼飲料，ビール，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホップ
エキス

30

【30】菓子及びパン，コーヒー及びココア，べんとう，穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.16 願書
2005.06.16 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定
2007.11.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

32

【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.16 願書
2005.06.16 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.21 拒絶査定
2007.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-052872
標準

通常:
2005-052873
標準

通常:
2005-053064
標準

通常:
2005-054445
標準

通常:
2005-054448
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

【02】染料，顔料
【中間記録情報】
【29】加工野菜及び加工果実，ビタミン・ミネラルを主原料とした顆粒状・タブレット状又はカ ［審査］
プセル状の加工食品
2005.06.13 願書
【30】調味料，食用粉類
2005.06.13 認定･付加情報
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

アートグリーン＼ＡＲＴ ＧＲＥＥ
通常 2005-052856
Ｎ

みそディップ

指定商品・役務

02,29,30,32

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.21 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.21 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2005.06.14 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.03 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（食品）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,32,33,41,43

48

デザートテーマカフェ＼ＤＥＳＳＥ
通常 2005-054481
ＲＴ ＴＨＥＭＥ ＣＡＦＥ

30,31

49

ナノエキス

通常 2005-054532

30

50

うにぎり

通常:
2005-055496
標準

32
51

スリムサプリ

指定商品・役務

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

通常 2005-058092

※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】
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 ［審査］
2005.06.16 願書
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 2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.07.21 拒絶査定
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，はちみつ・粉末あめ・
水あめその他の調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，
穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉
まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，冷凍調理済
みパスタ，お好み焼き，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子の
もと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【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，
【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 2005.06.16 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
号)
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.07.25 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【31】海藻類，生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），野
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
【30】おむすび
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.20 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)
2006.03.15 手続補正書
2006.03.15 意見書
2006.03.16 手続補足書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.27 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定
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No.

52

53

54

55

56

57

58

商標（見本）

商標

ＳＬＩＭＳＵＰＰＬＩ

これが噂の＼メロンパン

京のあっさりだいこん

プラス∞＋Ｃヘスペリジン

アガリクス酒

アガリクス焼酎

昼市

種別 出願番号

区分

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.27 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】メロンパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.28 意見書
2006.02.28 手続補足書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

29

【29】だいこんの漬物

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.01 願書
2006.02.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.13 意見書
2006.07.05 拒絶査定

29

【29】ヘスペリジンを主たる原材料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼ
リー状又は液体状の加工食品，ヘスペリジン入り食用油脂，ヘスペリジン入り乳製品，ヘス
ペリジン入り冷凍野菜，ヘスペリジン入り冷凍果実，ヘスペリジン入り肉製品，ヘスペリジン
入り加工水産物，ヘスペリジン入り加工野菜及び加工果実，ヘスペリジン入り油揚げ，ヘス
ペリジン入り凍り豆腐，ヘスペリジン入りこんにゃく，ヘスペリジン入り豆乳，ヘスペリジン入
り豆腐，ヘスペリジン入り納豆，ヘスペリジン入り加工卵，ヘスペリジン入りカレー・シチュー
又はスープのもと，ヘスペリジン入りお茶漬けのり，ヘスペリジン入りふりかけ，ヘスペリジ
ン入りなめ物，ヘスペリジン入り豆，ヘスペリジン入り食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.01 願書
2005.07.01 手続補足書
2005.07.01 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒

33

【33】日本酒，洋酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.21 願書
2005.07.21 手続補正書
2005.08.26 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)
2006.07.21 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.21 願書
2005.07.12 認定･付加情報
2005.07.21 手続補正書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

29,31

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.06.21 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2005.07.22 手続補正指令書(出願)
2005.08.01 手続補正書(方式)
【31】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
2005.09.07 認定･付加情報
芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし
2005.09.07 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

通常 2005-058093

通常 2005-058896

通常:
2005-060215
標準

通常 2005-060303

通常:
2005-060974
標準

通常:
2005-060975
標準

通常:
2005-060993
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

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

2008/4/7
15／39

３条拒絶（食品）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

59

良質食卓

通常:
2005-061907
標準

30
60

61

62

ナゴヤ ブレンド

かんたんレンジＤＥ紅茶

カフェ弁温ＢＯＸ

通常 2005-061916

指定商品・役務

30

【30】紅茶

29,30,43

【29】カフェテリア方式で提供される肉製品を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供され 【中間記録情報】
［審査］
る魚介類を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される海藻類を主材とする惣菜，カ
2005.07.08 願書
フェテリア方式で提供される野菜を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される豆を主
材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される豆腐を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
供される卵を主材とする惣菜
2006.03.22 意見書
2006.04.21 上申書
【30】カフェテリア方式で提供されるべんとう，カフェテリア方式で提供される穀物の加工品
を主材とする惣菜
2006.05.02 手続補正書
【43】カフェテリア方式の給食の提供，カフェテリア方式の弁当料理の提供
2006.05.02 手続補足書
2006.05.02 上申書
2006.05.11 上申書
2006.05.11 手続補足書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.09 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定

通常 2005-062053

通常 2005-063032

※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
2005.07.06 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
2005.07.06 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく，パスタソース，かに玉のもと，麻婆春雨のもと，麻婆豆腐のもと，
麻婆茄子のもと，豚キムチのもと，焼ビーフンのもと，玉子焼のもと，八宝菜のもと，回鍋肉 2006.02.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
のもと，牛丼のもと，豚丼のもと，親子丼のもと，カツ丼のもと，調理済み焼鳥，たれ付きう 号)
なぎの蒲焼き，そぼろ丼のもと，カレー丼のもと，中華丼のもと，玉子丼のもと，天津丼のも 2006.03.08 手続補正書
2006.03.08 意見書
と，ビビンバのもと，雑炊のもと，クッパのもと，中華丼の具，魚のフライ，海老フライ，きん
ぴらごぼう，野菜の煮物，エビチリソース煮，べんとう用の肉を主材料とする惣菜，べんとう 2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.08 認定･付加情報
用の魚を主材料とする惣菜，べんとう用の野菜を主材料とする惣菜，べんとう用の玉子を
主材料とする惣菜
2006.03.10 手続補足書
2006.04.11 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
2006.07.25 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，アメリカンドッグ，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，グラタン，ドリア，乾燥ラザニア，調理済みラザニア，ピラフ，
チャーハン，チキンライス，炊き込みご飯，レトルトパウチされたお粥，レトルトパウチされた
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2006.02.07 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
2006.07.18 拒絶査定
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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1項各号)
2006.03.01 意見書
2006.07.07 拒絶査定
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No.

63

64

65

66

商標（見本）

商標

カフェ弁

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】カフェテリア方式で提供される肉製品を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供され 【中間記録情報】
［審査］
る魚介類を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される海藻類を主材とする惣菜，カ
2005.07.08 願書
フェテリア方式で提供される野菜を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される豆を主
材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される豆腐を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
供される卵を主材とする惣菜
項16号)
2006.03.22 意見書
【30】カフェテリア方式で提供されるべんとう，カフェテリア方式で提供される穀物の加工品
を主材とする惣菜
2006.04.21 上申書
2006.05.02 手続補正書
【43】カフェテリア方式の給食の提供，カフェテリア方式の弁当料理の提供
2006.05.02 手続補足書
2006.05.02 上申書
2006.05.11 上申書
2006.05.11 手続補足書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.09 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定
2006.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29,30,43

【29】カフェテリア方式で提供される肉製品を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供され 【中間記録情報】
［審査］
る魚介類を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される海藻類を主材とする惣菜，カ
2005.07.08 願書
フェテリア方式で提供される野菜を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される豆を主
材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される豆腐を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
供される卵を主材とする惣菜
2006.03.22 意見書
2006.04.21 上申書
【30】カフェテリア方式で提供されるべんとう，カフェテリア方式で提供される穀物の加工品
を主材とする惣菜
2006.05.02 手続補正書
2006.05.02 手続補足書
【43】カフェテリア方式の給食の提供，カフェテリア方式の弁当料理の提供
2006.05.02 上申書
2006.05.11 上申書
2006.05.11 手続補足書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.09 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.11 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)
2006.07.25 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.11 願書
2005.07.11 代理権変更届
2005.07.12 手続補足書
2005.08.10 認定･付加情報
2005.08.10 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

通常 2005-063033

カフェテリア弁当＼カフェテリア
通常 2005-063034
弁当温ＢＯＸ

Ｃｈｏｃｏｌａｔ Ｍａｒｒｏｎｅ＼ショコラ
通常 2005-063556
マローネ

蓮型高坏

通常:
2005-063575
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

29,30,43
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

67

68

69

70

71

アソートサプリ

ＲＥＤ＼ＴＡＢＬＥ＼ＷＩＮＥ

奄美黒糖焼酎

奥山

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.11 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 意見書
2006.03.31 手続補足書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定
2006.08.15 手続補正書(方式)
2006.08.15 手続補正書(方式)

33

33

【33】黒糖しょうちゅう

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.09.06 刊行物等提出書
2005.10.11 認定･付加情報
2005.10.18 刊行物等提出による通知書
2005.10.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 意見書
2006.07.18 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.07.25 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)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.05 意見書
2006.07.14 拒絶査定

通常:
2005-063599
標準

通常 2005-067304

通常 2005-068106

通常:
2005-068198
標準

伊豆がとっても＼好きになりまし
通常 2005-068945
た

※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】ギムネマシルベスタを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・チュアブル
状・ゼリー状・液状・粒状又はクッキー状の加工食品，Ｌ－カルニチンを主原料とする錠剤
状・カプセル状・顆粒状・粉末状・チュアブル状・ゼリー状・液状・粒状又はクッキー状の加
工食品，α－リポ酸を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・チュアブル状・ゼ
リー状・液状・粒状又はクッキー状の加工食品，コラーゲンを主原料とする錠剤状・カプセ
ル状・顆粒状・粉末状・チュアブル状・ゼリー状・液状・粒状又はクッキー状の加工食品，大
豆イソフラボンを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・チュアブル状・ゼリー
状・液状・粒状又はクッキー状の加工食品，Ｌ－シスチンを主原料とする錠剤状・カプセル
状・顆粒状・粉末状・チュアブル状・ゼリー状・液状・粒状又はクッキー状の加工食品，コエ
ンザイムＱ１０を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・チュアブル状・ゼリー
状・液状・粒状又はクッキー状の加工食品，食物繊維を主原料とする錠剤状・カプセル状・
顆粒状・粉末状・チュアブル状・ゼリー状・液状・粒状又はクッキー状の加工食品，イチョウ
葉エキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・チュアブル状・ゼリー状・液
状・粒状又はクッキー状の加工食品，牡蠣肉エキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆
粒状・粉末状・チュアブル状・ゼリー状・液状・粒状又はクッキー状の加工食品，各種ビタミ
ンを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・チュアブル状・ゼリー状・液状・粒状
又はクッキー状の加工食品，各種ミネラルを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉
【33】ぶどう酒
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定
2008.02.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

72

73

74

75

76

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】紅茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2005.08.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.08.26 手続補正指令書(出願)
2005.09.03 手続補正書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.10.14 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)
2006.07.07 拒絶査定

30

【30】紅茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2005.08.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.08.26 手続補正指令書(出願)
2005.09.03 手続補正書
2005.10.12 認定･付加情報
2005.10.12 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)
2006.07.07 拒絶査定

30

【30】紅茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2005.08.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.08.26 手続補正指令書(出願)
2005.09.03 手続補正書
2005.10.13 認定･付加情報
2005.10.13 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)
2006.07.07 拒絶査定

30

【30】砂糖

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.25 手続補正書(方式)
2005.11.22 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)
2006.07.14 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，米，脱穀済みのえん麦，脱穀
済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，
すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビ
オリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，アーモン
ドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，氷，アイスクリーム用凝
固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリーム用安定剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2005.08.01 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)
2006.07.28 拒絶査定

琉球紅茶＼りゅうきゅうこうちゃ 通常 2005-069014

沖縄紅茶＼おきなわこうちゃ

通常 2005-069015

オキナワンティー＼おきなわん
通常 2005-069016
てぃー

クッキング黒糖

ＦＩＳＨ＼フィッシュ

通常:
2005-070333
標準

通常 2005-070693

※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.

77

78

79

80

81

82

商標（見本）

商標

九州発

十穀

ＮｕｔｓＣｈｏｃｏｌａｔｅＢａｇ＼ナッツ
チョコレートバッグ

ＭＡＬＵＮＧＧＡＹ

マルンガイ

リッチテイスト

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，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 2005.08.02 願書
2005.08.02 認定･付加情報
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.02.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.03.24 意見書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.03.24 手続補足書
用グルテン
2006.03.24 代理人選任届
2006.03.27 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶査定

30

【30】うどんのめん，そばのめん，その他の穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.03 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)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】チョコレート

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 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)
2006.07.25 拒絶査定

29,30,31,32

【29】冷凍野菜，加工野菜及び加工果実，植物性油脂
【30】茶，食品香料（精油のものを除く），調味料
【31】茶の葉，木，草，花，飼料たんぱく，飼料，種子類
【32】飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.02.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定

29,30,31,32

【29】冷凍野菜，加工野菜及び加工果実，植物性油脂
【30】茶，食品香料（精油のものを除く），調味料
【31】茶の葉，木，草，花，飼料たんぱく，飼料，種子類
【32】飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 願書
2005.08.16 認定･付加情報
2006.02.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.08.05 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

通常:
2005-071471
標準

通常 2005-072024

通常 2005-072132

通常:
2005-072296
標準

通常:
2005-072297
標準

通常 2005-072970

※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.

83

84

85

86

87

商標（見本）

商標

ジンギスカンコロッケ

医者泣かせ草

マカの力

フルーツ野菜

アルクール＼ａｌｃｏｏｌ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真たて
【中間記録情報】
【29】冷凍野菜，冷凍果実，コロッケ，その他の肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果 ［審査］
実，食用油脂，乳製品，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），油揚げ，凍り豆腐，こん 2005.07.27 願書
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 2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
かけ，なめ物，豆，食用たんぱく
項16号)
2006.07.28 拒絶査定
【35】広告，書類の複製，速記，筆耕，文書又は磁気テープのファイリング

32

【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 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)
2006.07.07 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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.16 願書
2005.08.16 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)
2006.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.28 拒絶査定

31

【31】野菜，茶の葉，果実，種子類

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.10.07 手続補正指令書(出願)
2005.10.27 手続補正書(方式)
2006.01.06 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.18 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 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］
2005.08.19 願書
2005.08.24 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)
2006.07.28 拒絶査定

通常 2005-075125

通常 2005-075786

通常:
2005-076447
標準

通常:
2005-076951
標準

通常 2005-077627

※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

16,29,35
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

88

便利

90

91

２４Ｈ

代謝改善水

千年老陳酢

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，ガルシニアエキス・アロエエキスを主成分とする清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2005.08.24 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】中国の山西省太原市で作られている酢を主原料とする顆粒状・液状・錠剤状・カプセ
ル状の加工食品

【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)
2006.05.08 手続補正書
2006.05.08 意見書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 意見書
2006.07.03 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 拒絶査定

通常:
2005-077724
標準

通常:
2005-078003
標準

通常:
2005-079058
標準

通常 2005-079247

※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］
2005.08.19 願書
2005.08.19 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

31

89

指定商品・役務
【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，
【31】生花の花輪，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.08.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.26 認定･付加情報
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)
2006.07.21 拒絶査定
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No.

92

93

94

95

96

97

98

商標（見本）

商標

ごはんばーがー

紀州岩清水豚

完熟＼味鶏＼肥前

ほおばるおいしさ

ＯＬＤ ＣＲＯＰ＼オールド ク
ロップ

§ジャぱん

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】ごはんバーガー

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2005.09.01 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定
2007.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】豚肉，豚肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2005.09.28 手続補正書
2005.09.30 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)
2006.07.14 拒絶査定

29

【29】鶏肉，鶏肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.15 願書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.03.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 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)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

30

【30】コーヒー，コーヒー豆

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2006.04.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.13 拒絶査定

30

【30】ピザ，肉まんじゅう

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.11 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］
2005.08.29 願書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.19 拒絶査定

通常:
2005-079270
標準

通常:
2005-079599
標準

通常 2005-079643

通常:
2005-080328
標準

通常 2005-080521

通常 2005-080535

韓流おつまみ＼はんりゅうおつ
通常 2005-080541
まみ

※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.

99

100

101

102

103

104

商標（見本）

商標

マシソヨ

氷河水

味わい自慢

マイルドデカフェ６０

§水素水

つつみ焼

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，スープのもと，こんにゃく，豆腐

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.19 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.16 願書
2006.03.13 職権訂正履歴(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)
2006.07.07 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.11 拒絶査定

30

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2006.04.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.03 拒絶査定

32

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，コーヒー飲料，粉状コーヒー，顆粒状コー
ヒー，焙煎したコーヒー豆，その他のコーヒー，氷，菓子及びパン，焙煎前のコーヒー豆，そ
の他のコーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，
すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビ
オリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，
脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
【32】清涼飲料水

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.04 手続補正書
2005.11.10 認定･付加情報
2006.02.17 刊行物等提出書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.03.31 刊行物等提出による通知書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

通常 2005-080543

通常 2005-080705

通常:
2005-080862
標準

通常:
2005-080980
標準

通常 2005-081318

通常:
2005-081687
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］
2005.08.31 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 手続補正書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.04.28 意見書
2006.05.01 手続補足書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.06.02 認定･付加情報
2006.07.06 拒絶査定
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No.

105

106

107

108

109

110

111

商標（見本）

商標

桜色のうどん

種別 出願番号

区分

ファイバーリッチ

改善緑茶

野菜のソムリエ

食べたい！スープ

30

【30】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， 【中間記録情報】
［審査］
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， 2005.09.01 願書
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 2005.09.01 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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)
2006.07.18 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］
2005.09.01 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

30

【30】大麦粉

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】緑茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

29

【29】フリーズドライ製法で乾燥させた野菜を主原料とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・
固形状・カプセル状・ゼリー状・ペースト状・液状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.18 意見書
2006.05.18 手続補足書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
2006.07.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】レトルトパウチ入りスープ，即席スープ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

通常:
2005-081835
標準

通常:
2005-081915
標準

通常:
2005-082351
標準

通常:
2005-082354
標準

通常:
2005-082365
標準

通常 2005-082389

※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】うどんのめん，即席うどんのめん，うどんのつゆ

噛んで＼かんで＼カンデ＼Ｃａｎ
通常 2005-081873
ｄｅ

薩摩式

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2005.09.01 認定･付加情報
2005.10.17 刊行物等提出書
2005.11.17 認定･付加情報
2005.11.24 刊行物等提出による通知書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.11 拒絶査定
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No.

112

113

114

115

116

117

118

商標（見本）

商標

ローフードサプリメント

しにせの味

Ｃａｓｔａｇｎａ

種別 出願番号

指定商品・役務

30

【30】菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.23 願書
2005.09.30 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

32

【32】ミネラルウォーター，その他の清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2006.04.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.19 拒絶査定

29,30

【29】レトルトパックされたワンタンスープ，レトルトパックされたワンタンカレー，レトルトパッ 【中間記録情報】
クされたワンタンシチュー，レトルトパックされたワンタン入りみそ汁，ワンタンを具材とする ［審査］
スープのもと，ワンタンを具材とするカレーのもと，ワンタンを具材とするシチューのもと，ワ 2005.09.06 願書
ンタン入り即席みそ汁，ワンタン用の冷凍野菜，ワンタン用の肉製品，ワンタン用の加工水 2005.10.17 刊行物等提出書
産物，ワンタン用の加工野菜，ワンタン用の油揚げ，ワンタン用の凍り豆腐，ワンタン用の
2005.11.17 認定･付加情報
こんにゃく，ワンタン用の豆乳，ワンタン用の豆腐，ワンタン用の加工卵
2005.11.21 刊行物等提出による通知書
【30】ワンタン用の調味料，ワンタン用の香辛料，ワンタン，ワンタン付き即席中華そばのめ 2005.11.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
ん，ワンタン付き中華そばのめん，ワンタンを具とする調理済中華そば，ワンタンを具材と
2006.04.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.22 意見書
する弁当
2006.05.22 手続補足書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶査定

31

【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉

通常 2005-083063

通常:
2005-083151
標準

通常 2005-083175

リグナイトウォーター

通常:
2005-083286
標準

通常 2005-083298

観葉野菜＼かんようやさい＼Ｋ
ＡＮＹＯＵＹＡＳＡＩ＼ＣＡＮＹＯＵＹ 通常 2005-083508
ＡＳＡＩ＼ＣａｎＹｏｕＹａｓａｉ

※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】ハーブ・野菜・果実・アロエ・海藻・ビタミン・ミネラルを主原料とする錠剤状・顆粒状・カ 【中間記録情報】
プセル状・粉末状・棒状・ブロック状・ゼリー状及び液体状の加工食品
［審査］
2005.09.05 願書
【30】穀物を主原料とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・粉末状・棒状・ブロック状・ゼリー状
2006.04.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
及び液体状の加工食品
項16号)
2006.07.26 拒絶査定

通常 2005-082820

ｆｒｕｉｔ ｃｅｒｅａｌ

雲呑楼＼ワンタンロウ

区分
29,30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 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)
2006.07.14 拒絶査定
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No.

119

120

121

122

商標（見本）

商標

サマーチェリー

東信濃の人と蕎麦

伊達ごま柿

ベイク

種別 出願番号

区分

§甘草

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.09.09 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)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】そばのめん，そば粉

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

29

【29】加工した柿，冷凍した柿，干し柿，脱渋処理をした柿

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.04.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.12 拒絶査定

29

【29】たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の
加工食品，ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ミネラルを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
品，鉄・ラクトフェリンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液
状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加
工食品，アミノ酸を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，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
【05】甘草を使用した薬剤，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，人工受精用精液
【29】甘草エキスとビタミン類・ミネラル類・タンパク質・アミノ酸又は動植物エキスを主成分と
してなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状又はゼリー状の加工食品，甘草を
使用した乳製品，甘草を使用した豆乳
【30】甘草を使用した茶，甘草を使用した菓子及びパン，甘草を使用した調味料，甘草を使
用した香辛料，甘草を使用した穀物の加工品，甘草を使用した即席菓子のもと
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

通常 2005-083578

通常:
2005-084122
標準

通常 2005-084160

通常:
2005-084186
標準

通常 2005-084274

※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】苗木，果実

05,29,30,44

123

指定商品・役務

31
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.15 手続補正書
2006.06.15 意見書
2006.07.11 拒絶査定
2006.09.14 手続補正書
2006.09.14 手続補足書
2007.09.18 登録料納付
［登録］
2007.07.10 登録査定書
2007.09.14 出願却下処分前通知
2007.09.18 設定納付書
2007.10.16 登録証

2008/4/7
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No.

124

125

126

127

128

129

商標（見本）

商標

そのまま野菜スティック

そのまま野菜スティック

野菜そのままスティック

野菜そのままスティック

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

30

【30】野菜を使用した菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

29

【29】乾燥野菜，その他の加工野菜，冷凍野菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

30

【30】野菜を使用した菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 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 2005.09.09 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
項16号)
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.07.21 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン

30

【30】しょうゆ，そばつゆ，みそ，その他の大豆を使用した調味料

通常 2005-084624

通常 2005-084625

通常 2005-084626

通常 2005-084627

通常 2005-084726

※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】乾燥野菜，その他の加工野菜，冷凍野菜

ＳＰＥＫＵＬＡＴＩＵＳ＼スペクラチ
通常 2005-084660
ウス

本丸大豆仕込

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2005.09.12 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.19 手続補正書
2006.05.19 意見書
2006.05.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 認定･付加情報
2006.05.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.25 拒絶査定

2008/4/7
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No.

130

131

132

133

134

135

136

商標（見本）

商標

体にやさしい＼さらさらウォー
ター

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 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
2005.09.09 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2005.09.09 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく，カルシウム・ビタミンを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
状・液状・ペースト状・カプセル状・ゼリー状の加工食品
項16号)
2006.07.18 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2005.09.12 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

31

【31】野菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2005.09.21 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

29,30

【29】ハーブ・野菜・果実・アロエ・海藻・ビタミン・ミネラルを主原料とする錠剤状・顆粒状・カ 【中間記録情報】
プセル状・粉末状・棒状・ブロック状・ゼリー状及び液体状の加工食品
［審査］
2005.09.12 願書
【30】穀物を主原料とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・粉末状・棒状・ブロック状・ゼリー状
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
及び液体状の加工食品
項16号)
2006.07.19 拒絶査定

31

【31】鉢植えの苗，その他の苗，苗木，鉢植えの花，その他の花，種子類

通常 2005-084740

体にやさしい＼ＳＡＲＡ ＳＡＲＡ
通常 2005-084741
ウォーター

粒薬膳＼つぶ薬膳＼つぶやく
ぜん

あぶり＼炙り

手摘みハーブ

酵素サプリメント

灼熱の女王

通常 2005-084934

通常 2005-084955

通常:
2005-085146
標準

通常 2005-085209

通常:
2005-085242
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］
2005.09.12 願書
2005.09.13 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定
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No.
137

138

商標（見本）

商標

種別 出願番号

手軽に豆乳おでん

通常:
2005-085399
標準

ライスヌードル

通常:
2005-085679
標準

区分

140

141

142

143

144

ライスパスタ

朝のはるさめ

朝のフォー

朝食のおかゆ

にごり梅酒

天然素材

29,30

【29】カレー・シチュー又はスープのもと
【中間記録情報】
【30】米粉を使用した即席中華そばのめん，米粉を使用した即席うどんのめん，米粉を使用 ［審査］
2005.09.13 願書
した中華そばのめん，米粉を使用したうどんのめん
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定
【29】カレー・シチュー又はスープのもと
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

通常:
2005-085680
標準

【29】はるさめ入り即席スープ
【30】即席はるさめ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

29,30

【29】カレー・シチュー又はスープのもと
【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

29,30

【29】おかゆ入り即席スープ
【30】即席おかゆ，おかゆ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.04.28 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))
2006.07.28 拒絶査定

33

【33】梅酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2005.09.26 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)
2006.07.28 拒絶査定

29,30

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー，シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく
【30】酵母，小麦胚芽，大豆，トウモロコシを主原料とする錠剤状，液状，粒状，粉状，顆粒
状，カプセル状の加工食品，コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香
料（精油のものを除く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グル
テン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハ
ンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子の
もと，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こう
じ，酵母，ベーキングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイッ
プクリーム用安定剤，酒かす

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2005.09.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.07 手続補正指令書(出願)
2005.10.24 手続補正書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定
2006.12.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-085682
標準

通常:
2005-085683
標準

通常:
2005-085714
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.24 拒絶査定

29,30
通常:
2005-085681
標準

通常 2005-085943

中間記録

【30】豆乳入り調理済みおでん

29
139

指定商品・役務

30
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

145

ストレスに追われる毎日に

ストレス社会を生き抜くあなたに

33

29

【29】串焼きにした梅干，種なし梅干，焼いた梅干し，串さしにした梅干

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 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)
2006.07.14 拒絶査定

29

【29】豆腐，油揚げ，湯葉，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，納豆

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2005.11.04 手続補正指令書(出願)
2005.11.08 手続補正書(方式)
2005.12.14 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

通常:
2005-086068
標準

通常:
2005-086069
標準

30

147

148

149

150

ストレスと闘う毎日に

燗酎

種ぬき＼串焼き梅

駿河とうふ

通常:
2005-086070
標準

通常:
2005-086231
標準

通常 2005-086958

通常:
2005-086976
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2005.09.14 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

30

146

指定商品・役務
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，みそ，ウースターソース，グレービーソース，ケ
チャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネー
ズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末
あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，香辛料，食品香料
（精油のものを除く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済の大麦，食用粉類，食用グルテン，
穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバー
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，
アイスクリームのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，
酵母，ベーキングパウダー，氷，アイスクリーム凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップク
リーム用安定剤，酒かす，糖類を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，みそ，ウースターソース，グレービーソース，ケ
チャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネー
ズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末
あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，香辛料，食品香料
（精油のものを除く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済の大麦，食用粉類，食用グルテン，
穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバー
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，
アイスクリームのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，
酵母，ベーキングパウダー，氷，アイスクリーム凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップク
リーム用安定剤，酒かす，糖類を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，みそ，ウースターソース，グレービーソース，ケ
チャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネー
ズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末
あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，香辛料，食品香料
（精油のものを除く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済の大麦，食用粉類，食用グルテン，
穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバー
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，
アイスクリームのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，
酵母，ベーキングパウダー，氷，アイスクリーム凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップク
リーム用安定剤，酒かす，糖類を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル
【33】焼酎
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2005.09.14 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2005.09.14 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 手続補足書
2006.06.05 意見書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶査定
2006.10.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（食品）２００６．０７.xls
No.

151

152

153

154

155

156

157

158

商標（見本）

商標

ぜっぴん

おたりとうじ＼小谷杜氏

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【33】しょうちゅう

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定
2006.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

32

【32】果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】大福餅の皮などで覆われ餃子の形状をしたアイスクリーム

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.04 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】米

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.05 意見書
2006.07.21 拒絶査定

30

【30】菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.25 拒絶査定

31

【31】にんじん

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.28 拒絶査定

29

【29】キャビア、バター

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

通常:
2005-086988
標準

通常 2005-086993

デリシャス マンゴー＼ＤＥＬＩＣＩ
通常 2005-087013
ＯＵＳ ＭＡＮＧＯ

餃子アイス

食育米

すきやきせんべい

知床人参

キャビアバター

通常:
2005-087035
標準

通常:
2005-087113
標準

通常:
2005-087305
標準

通常 2005-087339

通常:
2005-087503
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.

159

160

161

162

163

164

165

商標（見本）

商標

ウーロン茶飯

ドライハヤシ

ドライハッシュ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.09.20 手続補足書
2005.09.20 認定･付加情報
2005.09.20 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

29

【29】カレー・シチュー又はスープのもと，炒めご飯のもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.09.20 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)
2006.07.28 拒絶査定

29

【29】カレー・シチュー又はスープのもと，炒めご飯のもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.09.20 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)
2006.07.28 拒絶査定

05,29,32

【05】牡蠣を原材料とする滋養強壮変質ドリンク剤
【中間記録情報】
【29】牡蠣を主原料とする液状の加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆 ［審査］
布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。）
2005.09.21 願書
2005.09.21 認定･付加情報
【32】牡蠣を原材料として使用してなる清涼飲料
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.05 手続補正書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.07.05 認定･付加情報
2006.07.05 意見書
2006.07.28 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，調理済みおでん，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］
2005.09.21 願書
2005.09.21 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】はちみつ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

30

【30】自然薯の粉末

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.11.15 刊行物等提出書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.01.06 刊行物等提出による通知書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

通常:
2005-087696
標準

通常:
2005-087719
標準

通常:
2005-087720
標準

通常:
2005-088427
標準

ビルマハニー＼Ｂｕｒｍａ Ｈｏｎｅ
通常 2005-088537
ｙ

粉末自然薯パウダー

通常:
2005-088572
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】ウーロン茶を加味して調理したご飯及び冷凍ご飯

ワタナベ活性型オイスタードリン
通常 2005-088145
ク

グルメショッピング

指定商品・役務

30
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No.

166

167

168

169

170

171

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】ノニ茶，ノニ茶を使った菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

30

【30】味噌

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.10.14 手続補正指令書(出願)
2005.10.16 手続補正書
2005.12.16 手続補正指令書(中間書類)
2005.12.28 認定･付加情報
2005.12.28 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

11,30

【11】冷凍機械器具，アイスボックス，氷冷蔵庫
【30】氷

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.10.05 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 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

29

【29】豆乳，豆腐，油あげ，生あげ，がんもどき

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.10.14 手続補正指令書(出願)
2005.10.18 上申書
2005.11.17 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)
2006.07.14 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.03 認定･付加情報
2005.10.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

ノニ ハーブティー＼ＮＯＮＩ Ｈ
通常 2005-089095
ＥＲＢ ＴＥＡ

美肌ジャンボ

やんばる薬膳味噌

マイクロ アイス＼Ｍｉｃｒｏ Ｉｃｅ
＼マイクロアイス生成装置

月山

生造り

通常 2005-089136

通常:
2005-089137
標準

通常 2005-089149

通常 2005-089155

通常 2005-089171

※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.

2008/4/7
34／39

３条拒絶（食品）２００６．０７.xls
No.

172

173

174

175

176

商標（見本）

商標

北海道産１００％＼ビート＼黒
糖

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】北海道産ビートより抽出される黒糖

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2005.11.18 刊行物等提出書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.01.06 刊行物等提出による通知書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.14 手続補正書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.06.14 手続補足書
2006.06.14 意見書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

30

【30】北海道産甜菜より抽出される黒糖

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2005.11.18 刊行物等提出書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.01.06 刊行物等提出による通知書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.14 手続補正書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.06.14 手続補足書
2006.06.14 意見書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

29

【29】乳酸菌飲料，乳酸菌粉末加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

29

【29】食物繊維を主原料とする粉末状，錠剤状，カプセル状，粒状，顆粒状，ゼリー状，液
状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

通常 2005-089415

てん▲菜▼＼黒糖＼北海道１０
通常 2005-089416
０％

すっきりスリム＆ぴちぴち

美肌ソフト

Ｆｉｂｅｒ Ｄｅｔｏｘ 繊維のチカラ

通常:
2005-089633
標準

通常 2005-089689

通常 2005-089710

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

中間記録
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No.

177

178

179

180

181

182

183

184

商標（見本）

商標

ＤＥＴＯＸＦＩＢＥＲ＼ＮＯＰＡＬ

種別 出願番号

通常 2005-090161

聖護院かぶら

通常:
2005-090194
標準

指定商品・役務

29

【29】炙った串さしの梅干，種なし梅干，炙った梅干，串さしにした梅干，串焼きにした梅干

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

33

【33】京野菜聖護院かぶらを原料とする焼酎

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.21 拒絶査定

30

【30】チャーシューの入った調理パン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

29

【29】牛乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

29

【29】鮎（生きているものを除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

29

【29】牛乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

通常:
2005-090215
標準

チャーシューメンドッグ

通常:
2005-090569
標準

雲仙山麓のおいしい牛乳

通常:
2005-090603
標準

清流宮川鮎

通常 2005-090607

雲仙山麓牛乳

通常:
2005-090613
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】サボテンを主原料とした粉末状の加工食品，サボテンを主原料として賦形剤を混ぜた 【中間記録情報】
［審査］
錠剤状の加工食品，サボテンを主原料とした漬物状の加工食品
2005.09.10 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.21 拒絶査定

通常 2005-089728

あぶりくしうめ＼炙り串梅

薩摩式

区分
29
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No.

185

186

187

188

189

190

191

商標（見本）

商標

ヤマメ黄金イクラ

酢っ玉ねぎ

春夏冬二升五合

うりずん

秋春ウコン

貴重酒

湘南黒カレー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】食用魚介類，３２ｃ０１

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.04.28 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))
2006.07.28 拒絶査定

29

【29】加工野菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

29

【29】豆

29

【29】食用油脂

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2005.10.12 認定･付加情報
2005.10.21 認定情報通知書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

33

【33】日本酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

29,43

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 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)
2006.07.03 拒絶査定

通常 2005-090615

通常 2005-091101

通常 2005-091138

通常:
2005-091141
標準

通常:
2005-091145
標準

通常 2005-091700

通常:
2005-092036
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.

192

193

194

195

196

197

商標（見本）

商標

小山思川ぶたからあげ

赤飯餅

越後牛

れんじ

琉球ワイン

ＤＥＣＡＦ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】豚のからあげ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

30

【30】もち

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2005.10.05 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.29 手続補正書
2006.06.29 意見書
2006.07.28 拒絶査定

29

【29】食用牛脂，牛の乳製品，牛肉，牛の内臓，牛肉製品，牛内臓製品，牛肉入りのカ
レー・シチュー又はスープのもと，牛丼のもと，牛肉入りのふりかけ，牛肉入りのなめ物

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.05.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.19 手続補正書
2006.06.19 意見書
2006.07.10 拒絶査定

29,30

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定

33

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類，冷凍果実，肉製品，豆乳，油揚げ，加工
水産物，加工野菜及び加工果実，凍り豆腐，こんにゃく，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シ
チュー又はスープのもと，ふりかけ，お茶漬けのり，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，
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，すし，しゅうまい，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，食用粉類，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，脱穀済みの大麦，食用グルテン，
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

30

【30】コーヒー豆

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2005.10.06 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 意見書
2006.07.07 拒絶査定

通常 2005-092274

通常:
2005-092936
標準

通常 2005-092980

通常 2005-093264

通常 2005-093273

通常 2005-093595

※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］
2005.09.22 願書
2005.10.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.12.26 刊行物等提出書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.02.03 刊行物等提出による通知書
2006.04.28 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))
2006.07.28 拒絶査定
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No.

198

199

200

商標（見本）

商標

たいやき工房

フレッシュオリーブ

の

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】たい焼き

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.10.28 手続補正指令書(出願)
2005.11.02 手続補正書(方式)
2005.12.14 認定･付加情報
2005.12.14 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

29

【29】オリーブ油

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2005.10.12 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 手続補正書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.10 意見書
2006.07.11 拒絶査定

30

【30】中華そばのめん

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 意見書
2006.07.07 拒絶査定

通常:
2005-093799
標準

通常:
2005-094884
標準

通常 2005-096024

※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.

201

202

203

204

商標（見本）

商標

プラズマプラント

Ｇｏｄｆａｔｈｅｒ

ふわっと芳醇アーモンド

井頭の手づくりみそ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

09,14,16,18,20,21,2
4,25,26,28,32,35,37,
38,39,40,41,42,43,4
5

33

【09】写真機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物，
録画済ビデオディスク
【14】キーホルダー，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，貴金属製食器類，貴
金属製のくるみ割り器，記念カップ，時計
【16】印刷物，家庭用食器包装フイルム，文房具類，写真立て，紙類，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，写真
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【20】うちわ，せんす
【21】食器類（貴金属製のものを除く。），なべ類，水筒，アイスペール，洋服ブラシ，貯金箱
（金属製のものを除く。），靴ブラシ
【24】布製身の回り品
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，ずきん，
すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ベルト
【26】衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服
用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕
章，ボタン類
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー
ジャン用具
【32】清涼飲料，果実飲料
【35】広告，職業のあっせん，建築物における来訪者の受付及び案内，求人情報の提供
【37】テレビジョン受信機の修理又は保守，テレビジョン受信機の修理又は保守に関する情
報の提供
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給
【39】道路情報の提供
【40】受託によるプラズマディスプレイパネル及びその部品の製造，受託によるプラズマディ
スプレイパネルを備えたテレビジョン受信機及びその部品の製造
【41】電子出版物の提供，テレビジョン受信機の貸与，映画・演芸・演劇・音楽・スポーツの
興行の開催情報の提供
【42】気象情報の提供，プラズマディスプレイパネル及びその部品の設計，プラズマディスプ
レイパネルを備えたテレビジョン受信機及びその部品の設計，デザインの考案，電子計算
機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技
【33】洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

30

【30】アーモンド粉

30

【30】みそ

通常:
2005-096145
標準

通常:
2005-096729
標準

通常:
2005-103903
標準

通常:
2005-107122
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.10.18 認定･付加情報
2006.02.09 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2006.04.03 手続補正書
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.19 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.08 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.14 伺い書
2006.06.23 伺い回答書
2006.07.16 意見書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.07.24 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 意見書
2006.07.28 拒絶査定

