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３条拒絶（食品）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

1

2

商標

信州味噌

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

29,30

区分

【29】みそ風味を有する食用油脂，みそ風味を有する乳製品，みそを用いた肉製品，みそを
用いた加工水産物，みそを用いた加工野菜，みそを用いた加工果実，みそ風味を有する
油揚げ，みそ風味を有するこんにゃく，みそ風味を有する豆腐，みそ風味を有する加工卵，
即席みそ汁その他のみそ風味を有するカレー・シチュー又はスープのもと，みそ風味を有
するお茶漬けのり，みそ風味を有するふりかけ，みそを用いたなめ物
【30】みそ風味を有する食品香料（精油のものを除く。），みそを用いた菓子及びパン，みそ
及びその他のみそを用いた調味料，みそ風味を有する香辛料，みそを用いた穀物の加工
品，みそを用いたぎょうざ，みそを用いたサンドイッチ，みそを用いたしゅうまい，みそを用
いたすし，みそを用いたたこ焼き，みそを用いた肉まんじゅう，みそを用いたハンバーガー，
みそを用いたピザ，みそを用いたべんとう，みそを用いたホットドッグ，みそを用いたミート
パイ，みそを用いたラビオリ，みそを用いた即席菓子のもと，みそ風味を有する酒かす，み
そ風味を有する食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2003.03.24 願書
2003.03.25 手続補足書
2003.05.30 認定･付加情報
2003.10.03 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))
2003.11.12 意見書
2003.11.12 認定･付加情報
2003.11.13 手続補足書
2003.12.17 認定･付加情報
2005.04.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.11.01 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.06.23 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))
2006.08.02 意見書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
2006.11.09 手続補正書
2006.11.09 手続補足書
2007.06.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29,30

【29】みそ風味を有する食用油脂，みそ風味を有する乳製品，みそを用いた肉製品，みそを
用いた加工水産物，みそを用いた加工野菜，みそを用いた加工果実，みそ風味を有する
油揚げ，みそ風味を有するこんにゃく，みそ風味を有する豆腐，みそ風味を有する加工卵，
即席みそ汁その他のみそ風味を有するカレー・シチュー又はスープのもと，みそ風味を有
するお茶漬けのり，みそ風味を有するふりかけ，みそを用いたなめ物
【30】みそ風味を有する食品香料（精油のものを除く。），みそを用いた菓子及びパン，みそ
及びその他のみそを用いた調味料，みそ風味を有する香辛料，みそを用いた穀物の加工
品，みそを用いたぎょうざ，みそを用いたサンドイッチ，みそを用いたしゅうまい，みそを用
いたすし，みそを用いたたこ焼き，みそを用いた肉まんじゅう，みそを用いたハンバーガー，
みそを用いたピザ，みそを用いたべんとう，みそを用いたホットドッグ，みそを用いたミート
パイ，みそを用いたラビオリ，みそを用いた即席菓子のもと，みそ風味を有する酒かす，み
そ風味を有する食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2003.03.24 願書
2003.03.25 手続補足書
2003.05.09 手続補正指令書(中間書類)
2003.05.14 手続補正書
2003.06.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2003.06.19 認定･付加情報
2003.06.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2003.10.03 拒絶理由通知書(第3条柱書+その他(第4
条1項11号を除く))
2003.11.12 意見書
2003.11.12 認定･付加情報
2003.11.13 手続補足書
2003.12.18 認定･付加情報
2004.09.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.23 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))
2006.08.02 意見書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
2006.11.09 手続補正書
2006.11.09 手続補足書

団体 2003-022714

信州味噌＼長野県味噌工業協
団体 2003-022715
同組合

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

商標（見本）

3

4

5

6

7

8

商標

きつき＼茶

木の根橋

天山野草ハチミツ

青しその力

にんじんの力

翠王＼すいおう

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】緑茶

29,30,33,43

【29】豆，加工野菜及び加工果実，食用油脂，乳製品，食肉，卵，肉製品，油揚げ，凍り豆 【中間記録情報】
腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆
［審査］
【30】茶，米，菓子及びパン，穀物の加工品，調味料
2004.12.06 願書
【33】日本酒，果実酒，薬味酒
2005.06.10 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))
【43】飲食物の提供
2005.07.07 意見書
2005.07.07 手続補足書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

30

【30】中華人民共和国の天山地方で採れたハチミツ

29

【29】シソのエキスを主原料とした粉末状・顆粒状・液状・ペースト状・ゲル状・カプセル状の 【中間記録情報】
［審査］
加工食品
2005.01.06 願書
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.16 意見書
2006.08.01 拒絶査定

29

【29】にんじんを主材料とした粉末状・顆粒状・液状・ペースト状・ゲル状・カプセル状の加工 【中間記録情報】
食品
［審査］
2005.01.06 願書
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.16 意見書
2006.08.01 拒絶査定

29

【29】甘藷を原料とする錠剤状・顆粒状・粉末状・液体状の加工食品

通常 2004-023357

通常:
2004-111223
標準

通常:
2004-119100
標準

通常:
2005-000597
標準

通常:
2005-000598
標準

通常 2005-005667

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

中間記録

30
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【中間記録情報】
［審査］
2004.03.12 願書
2004.09.21 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2004.10.29 意見書
2004.10.29 手続補足書
2004.12.01 認定･付加情報
2005.08.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.03 意見書
2005.10.03 手続補足書
2005.11.01 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.28 願書
2005.06.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.07.19 手続補正書
2005.07.19 意見書
2006.08.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.26 願書
2005.02.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.03.03 手続補正指令書(出願)
2005.03.15 手続補正書(方式)
2005.03.15 認定･付加情報
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.09.07 手続補正書
2005.09.07 意見書
2005.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.11 拒絶査定

2008/5/8
4／49

３条拒絶（食品）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

9

ノニ米

通常:
2005-008558
標準

29,31
10

ノントリフル ＭＸ

通常:
2005-016263
標準

30

11

12

13

健康＼一番

ダイエットパワー＼ＤＩＥＴ ＰＯ
ＷＥＲ

蔵王高原特選牛乳

通常 2005-019199

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.03 願書
2005.02.07 手続補正書
2005.03.22 認定･付加情報
2005.03.22 認定･付加情報
2005.07.22 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.08.31 意見書
2005.10.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.12 認定･付加情報
2005.10.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定
【29】卵，食肉，食用油脂，乳製品，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.02.25 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2005.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【31】鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。）・獣類・魚類（食用のものを除く。），種卵， 項16号)
2006.02.01 意見書
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
2006.08.02 拒絶査定
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
【30】茶，コーヒー及びココア，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖， 【中間記録情報】
［審査］
粉末あめ，水あめ，香辛料，穀物の加工品
2005.03.07 願書
2005.03.08 認定･付加情報
2005.08.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.04 拒絶査定

30

【30】泡盛の酒粕から得られるアミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプ
セル状・ペースト状・液体状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.11 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.14 意見書
2006.08.18 拒絶査定

29

【29】牛乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.16 願書
2005.03.22 認定･付加情報
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.27 意見書
2005.09.27 認定･付加情報
2005.09.27 手続補足書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.02.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.14 伺い書
2006.08.28 拒絶査定
2006.09.01 伺い回答書

通常 2005-021279

通常:
2005-022880
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】米，ノニ米を使用した菓子，ノニ米を使用したクッキー，ノニ米を使用したパン
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No.

14

15

16

17

商標（見本）

商標

那須高原特選牛乳

信州高原特選牛乳

ひるがの高原特選牛乳

芸北高原特選牛乳

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】牛乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.16 願書
2005.03.22 認定･付加情報
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.27 意見書
2005.09.27 認定･付加情報
2005.09.27 手続補足書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.08.14 伺い書
2006.08.28 拒絶査定
2006.09.01 伺い回答書

29

【29】牛乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.16 願書
2005.03.22 認定･付加情報
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.27 意見書
2005.09.27 手続補足書
2005.09.27 認定･付加情報
2005.10.25 認定･付加情報
2006.08.14 伺い書
2006.08.28 拒絶査定
2006.09.01 伺い回答書

29

【29】牛乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.16 願書
2005.03.22 認定･付加情報
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.27 意見書
2005.09.27 認定･付加情報
2005.09.27 手続補足書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.08.14 伺い書
2006.08.28 拒絶査定
2006.09.01 伺い回答書
2007.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】牛乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.16 願書
2005.03.22 認定･付加情報
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.27 意見書
2005.09.27 認定･付加情報
2005.09.27 手続補足書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.08.14 伺い書
2006.08.28 拒絶査定
2006.09.01 伺い回答書

通常:
2005-022881
標準

通常:
2005-022882
標準

通常:
2005-022883
標準

通常:
2005-022884
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.

18

19

20

21

商標（見本）

商標

石見高原特選牛乳

阿蘇高原特選牛乳

霧島高原特選牛乳

しっとり小梅

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】牛乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.16 願書
2005.03.22 認定･付加情報
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.27 意見書
2005.09.27 認定･付加情報
2005.09.27 手続補足書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.08.14 伺い書
2006.08.28 拒絶査定
2006.09.01 伺い回答書

29

【29】牛乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.16 願書
2005.03.22 認定･付加情報
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.27 意見書
2005.09.27 認定･付加情報
2005.09.27 手続補足書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.08.14 伺い書
2006.08.28 拒絶査定
2006.09.01 伺い回答書

29

【29】牛乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.16 願書
2005.03.22 認定･付加情報
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.27 意見書
2005.09.27 認定･付加情報
2005.09.27 手続補足書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.08.14 伺い書
2006.08.28 拒絶査定
2006.09.01 伺い回答書

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，梅干しの果肉を主原料とする粉末 ［審査］
状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状・液状・ゼリー状・ペースト状・シート状・棒状・板状の 2005.03.31 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
加工食品，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
項16号)
はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2005.11.09 意見書
2006.08.18 拒絶査定
2007.09.06 登録料納付
［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.09.06 設定納付書
2007.10.02 登録証

通常:
2005-022885
標準

通常:
2005-022886
標準

通常:
2005-022887
標準

通常:
2005-028211
標準

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

中間記録
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３条拒絶（食品）２００６．０８.xls
No.

22

23

24

25

商標（見本）

商標

梅のチカラ

ラ．スフレ１ｃｍ

Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ

ファットダウン＼ＦＡＴＤＯＷＮ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】梅干

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.31 願書
2006.01.24 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))
2006.03.01 手続補正書
2006.03.01 手続補足書
2006.03.01 意見書
2006.04.03 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定
2006.08.25 手続補正書
2006.08.25 手続補足書
2006.09.11 手続補正書
2007.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.10 登録料納付
［登録］
2007.07.03 登録査定書
2007.07.10 設定納付書
2007.07.31 登録証

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.17 願書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.06 意見書
2006.03.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.18 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］
2005.04.06 願書
2005.04.06 認定･付加情報
2005.10.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.20 意見書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

29,32

【29】クエン酸・アミノ酸を使用した粉末状・顆粒状・ゼリー状・錠剤状の加工食品
【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.29 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.30 意見書
2005.11.30 代理人受任届
2005.12.05 手続補足書
2006.03.17 手続補正指令書(中間書類)
2006.04.19 上申書
2006.06.27 手続補正書(方式)
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.10 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2006.12.18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

通常:
2005-028436
標準

通常 2005-028596

通常:
2005-030106
標準

通常 2005-031546

※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）２００６．０８.xls
No.

26

27

商標（見本）

商標

おこげ

ミサイル栄養

種別 出願番号

区分

こんにゃく湯

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
2005.04.11 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2005.04.11 認定･付加情報
め物，食用たんぱく
2005.08.31 代理人辞任届
2005.08.31 認定･付加情報
2005.10.05 代理人受任届
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
2006.01.13 手続補足書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
【32】清涼飲料，果実飲料
【中間記録情報】
［審査］
2005.04.15 願書
2005.04.15 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
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.28 意見書
2005.12.28 手続補足書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.06.23 出願人名義変更届
2006.06.27 手続補正書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

通常:
2005-031910
標準

通常:
2005-031923
標準

通常 2005-033892

32

29

超微粒子活性健康水

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

通常 2005-036019

※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

28

指定商品・役務

30

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.11 願書
2005.04.11 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.09 意見書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.08 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.05.31 手続補正書(方式)
2005.07.07 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０８.xls
No.

30

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

01,03,07,09,11,12,1
6,17,29,30,31,32,35,
36,37,38,39,40,41,4
2

【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【03】家庭用帯電防止剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，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，つけまつ毛
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食品加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【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
【29】青ジソを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成
形してなる加工食品，赤ジソを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液
状・又は打錠成形してなる加工食品，メントールを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒
状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，ビタミンＣを主原料とする錠剤
状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，βカロチン
を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加
工食品，マグネシウムを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又
は打錠成形してなる加工食品，セレンを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・
粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，亜鉛を主原料とする錠剤状・カプセル状・
顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，霊芝を主原料とする錠剤
状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，ＤＨＡ（ドコ
サヘキサエン酸）を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打
錠成形してなる加工食品，ＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）を主原料とする錠剤状・カプセル
状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，ペパーミントを主原料と
する錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，バ
ラの花びら抽出エキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・又
は打錠成形してなる加工食品，甜茶抽出エキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒
状・粒状・粉末状・液状・又は打錠成形してなる加工食品，その他のハーブ・ミネラル・ビタミ

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.11 願書
2005.05.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2005.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.19 手続補正書
2005.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.02 手続却下の処分(補正指令)
2006.08.25 拒絶査定
2006.08.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ＥＣＯ－ＬＯＧＩ．ＣＯＭ＼エコロジ
通常 2005-037178
ドットコム

29

31

花粉対策

通常:
2005-037292
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］
2005.04.26 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.25 意見書
2006.01.25 手続補足書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
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No.

32

33

34

35

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】こしひかり米

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.26 願書
2005.04.27 認定･付加情報
2005.05.18 代理権変更届
2005.06.23 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)
2006.01.11 手続補正書
2006.01.11 意見書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.01.11 認定･付加情報
2006.01.11 認定･付加情報
2006.01.11 手続補足書
2006.01.11 意見書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定
2006.09.01 手続補足書
2007.10.29 登録料納付
［登録］
2007.10.22 登録査定書
2007.10.29 設定納付書
2007.11.27 登録証

29

【29】コロッケ

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.26 願書
2005.04.26 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.13 意見書
2005.12.13 認定･付加情報
2005.12.13 手続補足書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

29

【29】牛肉入りのコロッケ

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.26 願書
2005.04.26 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.13 意見書
2005.12.13 手続補足書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.01.17 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

29

【29】メンチカツ

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.26 願書
2005.04.26 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.13 意見書
2005.12.13 認定･付加情報
2005.12.13 手続補足書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

やまだ農場の＼鳥越こしひかり 通常 2005-037334

お惣菜屋さんのコロッケ

お惣菜屋さんの牛肉コロッケ

お惣菜屋さんのメンチカツ

通常:
2005-037358
標準

通常:
2005-037359
標準

通常:
2005-037360
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.

36

37

38

商標（見本）

商標

シーサーアンダギー

キ ジ

ＧＬＩＣＯＧＥＮ

種別 出願番号

区分

コメケフィア

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.15 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品，餃子，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこやき，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，ラビリオ

30

【30】グリコーゲンを使用したコーヒー及びココア，グリコーゲンを使用したコーヒー豆，グリ
コーゲンを使用した茶，グリコーゲンを使用したみそ，グリコーゲンを使用したウースター
ソース，グリコーゲンを使用したグレービーソース，グリコーゲンを使用したケチャップソー
ス，グリコーゲンを使用したしょうゆ，グリコーゲンを使用した食酢，グリコーゲンを使用した
酢の素，グリコーゲンを使用したそばつゆ，グリコーゲンを使用したドレッシング，グリコー
ゲンを使用したホワイトソース，グリコーゲンを使用したマヨネーズソース，グリコーゲンを
使用した焼肉のたれ，グリコーゲンを使用した角砂糖，グリコーゲンを使用した果糖，グリ
コーゲンを使用した氷砂糖，グリコーゲンを使用した砂糖，グリコーゲンを使用した麦芽
糖，グリコーゲンを使用したはちみつ，グリコーゲンを使用したぶどう糖，グリコーゲンを使
用した粉末あめ，グリコーゲンを使用した水あめ，グリコーゲンを使用したごま塩，グリコー
ゲンを使用した食塩，グリコーゲンを使用したすりごま，グリコーゲンを使用したセロリーソ
ルト，グリコーゲンを使用した化学調味料，グリコーゲンを使用した香辛料，グリコーゲンを
使用した食品香料（精油のものを除く。），グリコーゲンを使用した米，グリコーゲンを使用し
た脱穀済みのえん麦，グリコーゲンを使用した脱穀済の大麦，グリコーゲンを使用した食
用粉類，グリコーゲンを使用した食用グルテン，グリコーゲンを使用した穀物の加工品，グ
リコーゲンを使用したぎょうざ，グリコーゲンを使用したサンドイッチ，グリコーゲンを使用し
たしゅうまい，グリコーゲンを使用したすし，グリコーゲンを使用したたこ焼き，グリコーゲン
を使用した肉まんじゅう，グリコーゲンを使用したハンバーガー，グリコーゲンを使用したピ
ザ，グリコーゲンを使用したべんとう，グリコーゲンを使用したホットドッグ，グリコーゲンを
使用したミートパイ，グリコーゲンを使用したラビオリ，グリコーゲンを使用した菓子及びパ
ン，グリコーゲンを使用した即席菓子のもと，グリコーゲンを使用したアイスクリームのも
と，グリコーゲンを使用したシャーベットのもと，グリコーゲンを使用したアーモンドペース
ト，グリコーゲンを使用したイーストパウダー，グリコーゲンを使用したこうじ，グリコーゲン
【29】植物性多糖類を主成分とするカプセル状・錠剤状・粉末状・顆粒状或いは液状の加工
食品，ビタミンを主成分とするカプセル状・錠剤状・粉末状・顆粒状或いは液状の加工食
品，納豆菌を主成分とする粒状・粉状・顆粒状・錠剤状又は液状の加工食品，難消化性デ
キストリンを主成分とする粒状・粉状・顆粒状・錠剤状又は液状の加工食品，月見草油を主
成分とする粒状・粉状・顆粒状・錠剤状又は液状の加工食品，大麦の若葉を主成分とする
粒状・粉状・顆粒状・錠剤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］
2005.04.15 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.25 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.06 願書
2005.05.06 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.17 手続補正書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.01.17 意見書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.06.02 補正の却下の決定
2006.06.07 手続補正書
2006.06.07 上申書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.09 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

通常:
2005-038969
標準

通常:
2005-039009
標準

通常:
2005-039680
標準

通常:
2005-041406
標準

30

40

コメケフィア

通常:
2005-041407
標準

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

中間記録

【30】菓子及びパン

29

39

指定商品・役務

30

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.12 願書
2005.05.27 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.16 意見書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.08.04 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 2005.05.12 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
2005.05.27 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
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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)
用グルテン，米ぬかを主成分とする粒状・粉状・顆粒状・錠剤状又は液状の加工食品
2006.07.16 意見書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
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No.

41

42

43

44

商標（見本）

商標

コメケフィア

くろもじ茶

かながわサンマー麺

ラクトフェリンプラス

種別 出願番号

区分

築地野口屋

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.12 願書
2005.05.27 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.16 意見書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.26 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】サンマーメン

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.26 願書
2005.04.26 代表者選定届
2005.06.24 手続補正指令書(出願)
2005.07.08 認定･付加情報
2005.07.15 出願番号特定通知書
2006.05.12 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))
2006.08.11 拒絶査定

29

【29】乳製品，ラクトフェリンを主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペース 【中間記録情報】
［審査］
ト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品
2005.05.17 願書
2005.05.18 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.17 意見書
2006.08.18 拒絶査定
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.05.23 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
2005.06.01 手続補正指令書(出願)
め物，豆，食用たんぱく
2005.06.10 上申書
2005.06.21 認定･付加情報
2005.12.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.30 意見書
2006.01.31 手続補足書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶査定

通常:
2005-041408
標準

通常 2005-041639

通常:
2005-042169
標準

通常:
2005-043236
標準

通常:
2005-044896
標準

30

46

【30】菓子及びパン

クックド グレイン＼Ｃｏｏｋｅｄ ｇ
通常 2005-048317
ｒａｉｎ

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

29

45

指定商品・役務

32
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.19 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.18 意見書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
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No.

47

48

49

50

51

52

商標（見本）

商標

Ｃｏｏｋｅｄ Ｄｏｕｇｈ

あとのせ

スープサラダ

ほっかいじゃが

ホムトン

黒コク

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］
2005.05.19 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.18 意見書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】調味料，香辛料，米，脱穀済みの大麦，食用粉類，穀物の加工品，調理済み冷凍め
ん類，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.02 願書
2005.09.30 刊行物等提出書
2005.11.02 認定･付加情報
2005.11.08 刊行物等提出による通知書
2005.11.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.29 拒絶査定

29,43

【29】スープのもと，即席スープ，調理済みの冷凍スープ，スープ付きのサラダ
【43】スープ及びサラダを主とする飲食物の提供

31

【31】加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.02 願書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.05 手続補正書
2006.07.05 意見書
2006.08.25 拒絶査定
2006.10.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.21 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2005.06.17 認定情報通知書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.25 拒絶査定

31

【31】バナナ

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.06.15 願書
2005.06.15 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
2006.05.10 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)
2006.08.08 拒絶査定
用グルテン
2007.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-048319

通常:
2005-049216
標準

通常:
2005-049217
標準

通常:
2005-049428
標準

通常:
2005-050588
標準

通常:
2005-053794
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］
2005.06.07 願書
2005.06.08 認定･付加情報
2005.12.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.10 意見書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定
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53

54

55

56

57

58

商標（見本）

商標

エパゴールド＼ＥＰＡＧＯＬＤ

キレ味＼§Ｋｉｒｅ

絹の、のどごし。

千住葱

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工 【中間記録情報】
［審査］
水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわか
め・焼きのり」を除く。），かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひ 2005.06.15 願書
2006.05.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
め物
2006.08.07 拒絶査定
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

32,33

【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，麦および麦芽を使用しないビール風味のアルコー
ル飲料，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 願書
2005.06.17 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)
2006.08.18 拒絶査定

29

【29】乳酸菌飲料，調理用野菜ジュース，野菜スープ，豆乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.06.22 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)
2006.03.06 意見書
2006.08.25 拒絶査定

31

【31】ねぎ

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.04 願書
2005.07.05 認定･付加情報
2006.01.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 手続補正書
2006.03.03 手続補足書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.03 意見書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.08.30 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1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.08 手続補正書
2006.03.08 意見書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.03.09 認定･付加情報
2006.07.04 補正の却下の決定
2006.08.15 拒絶査定

31

【31】植物から抽出した抗酸化成分を含有する飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.13 意見書
2006.08.17 拒絶査定

通常 2005-053860

通常 2005-054822

通常:
2005-056312
標準

通常:
2005-060597
標準

ねりＭＯＮＯ＼練りＭＯＮＯ＼ね
通常 2005-061364
りもの＼練りもの＼ネリモノ

リアルフィード＼ＲＥＡＬＦＥＥＤ

通常 2005-061902

※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

29,32
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,31,32,33

59

リアルフード＼ＲＥＡＬＦＯＯＤ

通常 2005-061903

29,32

60

ＰＭＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔ

ミソキューブ

【29】即席みそ汁，その他のみそ味のスープのもと
【30】みそ，その他のみそを用いた調味料，みそだれ，みそ味のドレッシング

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.08 願書
2005.07.11 手続補正書
2005.07.19 手続補正指令書(出願)
2005.07.20 手続補正書
2005.07.22 認定･付加情報
2005.07.22 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.23 期間延長請求書
2006.06.22 意見書
2006.08.11 拒絶査定
2006.12.28 手続補正書
2007.07.13 登録料納付
［登録］
2007.06.15 登録査定書
2007.07.13 設定納付書
2007.08.07 登録証

通常:
2005-063005
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］
2005.07.06 願書
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.13 意見書
2006.08.17 拒絶査定

通常 2005-062174

29,30

61

指定商品・役務
【29】植物から抽出した抗酸化成分を含有する食用油脂，植物から抽出した抗酸化成分を
含有する乳製品，植物から抽出した抗酸化成分を含有する食肉，植物から抽出した抗酸
化成分を含有する卵，植物から抽出した抗酸化成分を含有する食用魚介類（生きているも
のを除く。），植物から抽出した抗酸化成分を含有する冷凍野菜，植物から抽出した抗酸化
成分を含有する冷凍果実，植物から抽出した抗酸化成分を含有する肉製品，植物から抽
出した抗酸化成分を含有する加工水産物，植物から抽出した抗酸化成分を含有する加工
野菜及び加工果実，植物から抽出した抗酸化成分を含有する油揚げ，植物から抽出した
抗酸化成分を含有する凍り豆腐，植物から抽出した抗酸化成分を含有するこんにゃく，植
物から抽出した抗酸化成分を含有する豆乳，植物から抽出した抗酸化成分を含有する豆
腐，植物から抽出した抗酸化成分を含有する納豆，植物から抽出した抗酸化成分を含有
する加工卵，植物から抽出した抗酸化成分を含有するカレー・シチュー又はスープのもと，
植物から抽出した抗酸化成分を含有するお茶漬けのり，植物から抽出した抗酸化成分を
含有するふりかけ，植物から抽出した抗酸化成分を含有するなめ物，植物から抽出した抗
酸化成分を含有する豆，植物から抽出した抗酸化成分を含有する食用たんぱく
【30】植物から抽出した抗酸化成分を含有するアイスクリーム用凝固剤，植物から抽出した
抗酸化成分を含有する家庭用食肉軟化剤，植物から抽出した抗酸化成分を含有するホ
イップクリーム用安定剤，植物から抽出した抗酸化成分を含有する食品香料（精油のもの
を除く。），植物から抽出した抗酸化成分を含有する茶，植物から抽出した抗酸化成分を含
有するコーヒー及びココア，植物から抽出した抗酸化成分を含有する氷，植物から抽出し
た抗酸化成分を含有する菓子及びパン，植物から抽出した抗酸化成分を含有する調味
料，植物から抽出した抗酸化成分を含有する香辛料，植物から抽出した抗酸化成分を含
有するアイスクリームのもと，植物から抽出した抗酸化成分を含有するシャーベットのもと，
植物から抽出した抗酸化成分を含有するコーヒー豆，植物から抽出した抗酸化成分を含有
する穀物の加工品，植物から抽出した抗酸化成分を含有するアーモンドペースト，植物か
【29】イソフラボン又はテアニンを主成分とする粉末状・粒状・タブレット状・液状・クリーム
状・ペースト状・フィルム状・カプセル状又は軟カプセル状の加工食品，食用油脂，乳製品，
食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産
物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【32】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
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2005.07.07 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)
2006.03.13 代理人受任届
2006.03.13 手続補足書
2006.03.13 手続補足書
2006.03.13 手続補足書
2006.03.13 手続補足書
2006.04.06 意見書
2006.04.06 手続補足書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,29,30,32,35

62

グルカン＼ＧＬＵＣＡＮ

64

65

アジアンダイエット

湯葉細工（ゆばざいく）

鉄火丼の素

29

【29】「湯葉に」が製造する湯葉製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.05 願書
2005.08.02 認定･付加情報
2006.05.12 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))
2006.08.11 拒絶査定

29

【29】水産加工物

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.11 願書
2005.08.12 手続補正指令書(出願)
2005.11.18 通知書(却下処分前通知)
2006.03.03 手続補正書(方式)
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

通常 2005-063707

通常:
2005-065446
標準

通常 2005-067003

通常 2005-068476

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2005.07.29 認定情報通知書
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)
2006.08.25 拒絶査定

29

63

指定商品・役務
【03】化粧品，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，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，つけづめ，つけまつ毛化粧品、せっ
けん類，歯磨き，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，薫料
【29】植物・果実・花粉の粉末又は植物のエキス末を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆
粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，植物由来・動物由来の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・ゼリー状・液状の加工食品，たん白・ゼラチンを主
原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，動物エキスを
主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，植物の樹
脂（樹液）を原料に含む錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，
大豆たんぱく・カゼイン・脱脂粉乳・ショ糖を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末
状・ゼリー状・液状の加工食品，植物発酵エキス末を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆
粒状・粉末状・ゼリー状・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（「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，焼きのり，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こん
にゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふり
かけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，調味料、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，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，
【29】青パパイヤを主原料とした液状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，唐辛
子抽出物を主原料とした液状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，寒天を主原
料とした液状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，柑橘類抽出物を主原料とし
た液状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，茶葉抽出物を主原料とした液状・
粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，ビタミン類を主原料とした液状・粒状・顆粒
状・錠剤状・カプセル状の加工食品，アミノ酸を主原料とした液状・粒状・顆粒状・錠剤状・カ
プセル状の加工食品，ココナッツを主原料とした液状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の
加工食品，プエラリアミリフィカを主原料とした液状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加
工食品
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.15 願書
2005.08.05 認定･付加情報
2006.04.12 伺い書
2006.04.28 伺い回答書
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.21 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０８.xls
No.

66

67

商標（見本）

商標

イタリアンシノワーズ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

30,43

【30】菓子及びパン
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

32

【32】果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 意見書
2006.03.31 手続補足書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.04.27 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
2006.09.08 手続補足書
2007.12.21 登録料納付
2008.03.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.03 登録査定書
2007.12.21 設定納付書
2008.01.15 登録証

通常 2005-068595

朝のフルーツジュース＼１日分
通常 2005-068897
の＼くだもの

02,05,29,30,31,32,3 【02】バター用色素，飲料用色素，食品用染料，リキュール用色素，その他の染料，皮仕上 【中間記録情報】
げ用ラッカー，動物用マーキングインキ，その他の塗料，印刷インキ（「謄写版用インキ」を ［審査］
5,43

68

ＣＯＲＯＮＡＤＯ

通常:
2005-070418
標準

29
69

アホエン＼健康油

除く。），顔料，天然樹脂
【05】防腐剤，ビタミン剤，食餌療法用の食品調製剤，医薬用穀粉，医薬用ひき割り粉，医
薬用シロップ，医療用ミネラルウォーター，たら肝油，医療用放射性物質，医療用ガス，消
毒剤，コンタクトレンズ用溶液，微生物用栄養物質，薬剤菓子，医療用栄養添加剤，有害
動物駆除剤，医療用飼料添加剤，獣医科用化学薬剤，その他の薬剤，空気清浄剤，歯科
用ラッカー，その他の歯科用材料，食用植物繊維（栄養食品を除く。），心電計電極用化学
導電体，糖尿病患者用パン，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，乳児用食品，医療用粘
着テープ，湿布剤，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，医療用腕環，はえ取り紙，防虫紙，人工受精用精液
【29】食肉，肉ゼリー，ハム，ソーセージ，ベーコン，肉エキス，レバーパテ，肉の缶詰，食用
ゼラチン，その他の肉製品，魚（生きているものを除く。），かき，甲殻類及び貝類，その他
の食用魚介類（生きているものを除く。），魚の缶詰，その他の魚介類の缶詰，その他の加
工水産物，スープのもととしてのブロス，その他のカレー・シチュー又はスープのもと，スー
プ，食用野草エキス，果実の缶詰，野菜の缶詰，保存加工をしたえんどう豆，保存加工をし
たマッシュルーム，その他の保存加工をした野菜，果肉，乾燥果実，乾燥野菜，調理用ポ
テトチップ，ジャム，チョコレートナッツ油脂，野菜サラダ，フルーツサラダ，調理済みナッツ，
その他の加工野菜及び加工果実，ポテトフリッター，冷凍果実，冷凍野菜，卵，粉末卵，そ
の他の加工卵，食用ゼリー，食用アルブミン，食用たんぱく，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，豆乳，豆腐，納豆，豆
【30】ケーキ，クッキー，ペストリー，ビスケット，氷菓，フルーツゼリー，その他の菓子及び
パン（「氷砂糖，水あめ」を除く。），ペストリー（生地），その他の穀物の加工品，小麦粉，そ
の他の食用粉類，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，米，イーストパウダー，こうじ，酵
母，ベーキングパウダー，アーモンドペースト，即席菓子のもと，アイスクリーム用凝固剤，
【29】食用油脂，カレー，シチュー又はスープのもと

通常 2005-072067

※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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2005.07.29 願書
2005.08.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.28 期間延長請求書
2006.07.04 手続補正書
2006.07.04 手続補足書
2006.07.04 意見書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶査定
2007.01.16 手続補正書(方式)
2007.01.16 手続補正書
2007.01.16 手続補正書(方式)
2007.01.16 代理人選任届
2007.01.16 手続補足書
2007.03.02 手続補正書
2007.10.04 登録料納付
［登録］
2007.09.25 登録査定書
2007.10.04 設定納付書
2007.10.30 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.08 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)
2006.08.03 拒絶査定
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No.

70

71

72

73

74

75

商標（見本）

商標

アホエン＼ドレッシング

種別 出願番号

区分

通常 2005-072379

アクチゾル

通常:
2005-074417
標準

05,29,30,32

【05】薬剤，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【中間記録情報】
【29】乳たん白を主成分とする粉状・粒状・錠剤錠・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食 ［審査］
品，乳飲料，乳製品
2005.08.03 願書
【30】菓子及びパン，茶，コーヒー及びココア
2005.08.04 認定･付加情報
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.06 意見書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

29

【29】白インゲン豆からの抽出物・キトサンを主原料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・ 【中間記録情報】
［審査］
液状・ゲル状・棒状・錠剤状の加工食品
2005.08.09 願書
2006.02.01 代理人受任届
2006.02.02 手続補正書
2006.02.08 代理人辞任届
2006.03.16 通知書(再提出通知)
2006.03.16 代理人受任届
2006.04.07 通知書(再提出通知)
2006.04.21 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.28 拒絶査定

32

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホップ 【中間記録情報】
［審査］
エキス
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)
2006.04.19 意見書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

28,30

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

ＣＵＴ ＆ ＢＬＯＣＫ＼カットアン
通常 2005-074485
ドブロック

カプセルがポン

通常:
2005-075275
標準

通常:
2005-075379
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】ドレッシング

通常 2005-072069

エンリッチ＼ＥＮＲＩＣＨ

サラサラ成分

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.08 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)
2006.08.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2006.03.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.11 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)
2006.08.08 拒絶査定
2006.12.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/5/8
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３条拒絶（食品）２００６．０８.xls
No.

76

77

78

79

80

81

商標（見本）

商標

おえんそぐら

§マゲイシロップ ＭＡＧＵＥＹ
ＳＹＲＵＰ

反動対策

お弁当にもう一品

長崎＼伝承∞ハトシ∞ＹＡＭＡ
＼ＧＵＣＨＩ

志津川

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】みそ

30

【30】糖みつ、はちみつ、菓子

29

【29】ミネラル類・ビタミン類・アミノ酸類・糖類又はタンパク質類から選ばれた少なくとも１種 【中間記録情報】
類を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・ペースト状又は液体状の加工 ［審査］
食品
2005.08.12 願書
2005.08.12 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))
2006.08.11 拒絶査定

29

【29】ミネラル類・ビタミン類・アミノ酸類・糖類又はタンパク質類から選ばれた少なくとも１種 【中間記録情報】
類を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・ペースト状又は液体状の加工 ［審査］
食品
2005.08.12 願書
2005.08.12 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)
2006.08.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】海老すりみ入り揚げパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

29

【29】タコ，タコの加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2005.08.24 認定･付加情報
2006.02.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.07 手続補正書(方式)
2006.03.07 意見書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.04.28 認定･付加情報
2006.05.26 補正の却下の決定
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-075495
標準

通常 2005-075696

通常:
2005-076059
標準

通常:
2005-076060
標準

通常 2005-076196

通常:
2005-076386
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］
2005.08.11 願書
2005.08.11 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)
2006.06.21 手続補正書
2006.06.21 意見書
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.22 手続補足書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2006.03.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定
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No.

82

83

84

85

86

87

商標（見本）

商標

甘酒アイス

八雲煎茶

ボディスリム＼Ｂｏｄｙ Ｓｌｉｍ

ＳＵＢＬＩＭＥ＼スブライム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子およびパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.17 願書
2005.08.18 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)
2006.08.04 拒絶査定

30

【30】煎茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2005.08.18 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)
2006.04.27 手続補正書
2006.04.27 手続補足書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.04.27 認定･付加情報
2006.04.27 意見書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.23 願書
2005.08.23 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)
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.23 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.15 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.23 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)
2006.08.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.15 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 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)
2006.08.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.07 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.08.11 拒絶査定
2006.08.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-077017
標準

通常 2005-077070

通常 2005-078544

通常 2005-078552

￠ＰＥＣＨＥ ＭｉｇＮｏＮ＼ペシェ
通常 2005-078553
ミニョン

ＳＨＥＲＰＡ ＴＥＡ

通常:
2005-080199
標準

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

中間記録

30
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３条拒絶（食品）２００６．０８.xls
No.

88

89

90

91

92

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 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)
2006.08.11 拒絶査定

29

【29】チーズ入りのコーンスープのもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.15 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

31

【31】麦芽，ホップ，飼料，糖料作物，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧 【中間記録情報】
［審査］
草，盆栽
2005.08.15 願書
2005.09.05 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

29

【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1項各号)
2006.04.27 意見書
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
2006.08.22 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

29

【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4条1項11
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 号)
2006.04.27 意見書
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
2006.08.22 拒絶査定
【31】茶の葉
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 拒絶査定

￠ＭＡＲＲＯＮ ＧＬＡＣＥ ＴＥＡ 通常 2005-080200

チーズコーンスープ

アンバー

今夜はおでんだね

みんなでおでんだね

奥霧島茶

通常 2005-080282

通常:
2005-080286
標準

通常:
2005-080605
標準

通常:
2005-080606
標準

通常 2005-081189

31
94

奥きりしま茶

【31】茶の葉

通常 2005-081190

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

中間記録

【30】茶

31
93

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

95

滋養膳

通常:
2005-081434
標準

29,42

96

サプルメントクリニック＼Ｓｕｐｐｌ
通常 2005-081633
ｅｍｅｎｔ Ｃｌｉｎｉｃ

05,29

97

抗加齢クリニックセンター＼Ａｎｔ
通常 2005-081634
ｉ－Ａｇｉｎｇ Ｃｌｉｎｉｃ Ｃｅｎｔｅｒ

33

98

立体商標

通常:
2005-082673
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。

指定商品・役務

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
2005.08.31 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
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 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
（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
【29】ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキスを主成分とした粉末状・粒状・顆粒状・錠剤 【中間記録情報】
状・液状・ゲル状・カプセル状・タブレット状の加工食品
［審査］
2005.08.19 願書
【42】医薬品・化粧品又は加工食品の試験・検査・研究及び評価並びにこれらに関する情
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
報の提供
条1項11号を除く))
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
【05】薬剤，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，脱脂綿，ばんそうこう， 【中間記録情報】
包帯，包帯液，歯科用材料
［審査］
【29】ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキスを主成分とした粉末状・粒状・顆粒状・錠剤 2005.08.19 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
状・液状・ゲル状・カプセル状・タブレット状の加工食品
号)
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
【33】アルコール飲料（ビールを除く），ラム，アガーベから蒸留されたスピリッツ，スピリッツ 【中間記録情報】
［審査］
（飲料），日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
2005.09.02 願書
2006.05.15 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))
2006.08.14 手続補正書
2006.08.14 認定･付加情報
2006.08.14 意見書
2006.08.14 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定
2006.11.27 手続補足書
2007.02.07 手続補正書
2007.02.07 手続補足書
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No.

99

100

101

102

103

商標（見本）

商標

ココロとカラダの＼コンディショ
ニングゼリー

ごまめ

あずきぱわー

越冬天然

Ｗでおいしい

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】寒天を主原料とするゼリー状・液体状の加工食品
【32】ゼリー状の清涼飲料・果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 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)
2006.08.15 拒絶査定

32,43

【32】飲料用野菜ジュース，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
【43】飲食物の提供

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 願書
2005.09.05 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.31 意見書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.10.28 手続補正指令書(出願)
2005.11.15 手続補正書(方式)
2005.12.13 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)
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】みそ

【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)
2006.05.24 意見書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.06.13 出願人名義変更届
2006.07.25 認定･付加情報
2006.07.25 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
2006.11.13 手続補正書
2006.11.15 手続補足書
2007.08.31 登録料納付
［登録］
2007.08.13 登録査定書
2007.08.31 設定納付書
2007.09.18 登録証

30

【30】菓子，パン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

通常 2005-082877

通常:
2005-082989
標準

通常:
2005-083226
標準

通常:
2005-083320
標準

通常 2005-083470

※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

29,32
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No.

104

105

106

107

108

109

商標（見本）

商標

えび＼海老しんじょう

レモン スクイーズ

ＬＥＭＯＮ ＳＱＵＥＥＺＥ

オレンジ スクイーズ

ＯＲＡＮＧＥ ＳＱＵＥＥＺＥ

根取りもやし

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干し 【中間記録情報】
ひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こん ［審査］
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，お茶漬のり，ふりか 2005.09.07 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
け，なめ物
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

32

【32】レモン風味を有する清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.09.07 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.28 意見書
2006.06.28 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

32

【32】レモン風味を有する清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.09.07 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.28 意見書
2006.06.28 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

32

【32】オレンジ風味を有する清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.09.07 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.28 意見書
2006.06.28 手続補足書
2006.06.28 認定･付加情報
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

32

【32】オレンジ風味を有する清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.09.07 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.28 意見書
2006.06.28 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

31

【31】もやし

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 拒絶査定

通常 2005-083607

通常:
2005-083776
標準

通常:
2005-083777
標準

通常:
2005-083778
標準

通常:
2005-083779
標準

通常:
2005-083807
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.

110

111

112

113

114

115

116

商標（見本）

商標

いぶしガキ

虹いろ米

うまかー

ブラックラーメン

タレマヨ

ほんまもん

アミノウォーター

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】食用魚介類（生きているものを除く。），加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 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)
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】米

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.11 手続補正書
2005.11.17 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 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］
2005.08.30 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

30

【30】即席中華そばのめん，中華そばのめん，即席中華そばのスープ，中華そばのスープ 【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 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)
2006.08.01 拒絶査定

30

【30】しょうゆ，その他の調味料，家庭用食肉軟化剤，食品香料（精油のものを除く。），菓子 【中間記録情報】
及びパン，香辛料，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉ま ［審査］
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 2005.09.13 願書
2005.09.13 認定･付加情報
2005.09.21 手続補正書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.17 拒絶査定

29

【29】食肉，食用魚介類，肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.09.02 願書
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
2005.09.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.04 手続補正指令書(出願)
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.11 意見書
2006.08.11 拒絶査定

30,32

【30】茶，コーヒ及びココア
【32】清涼飲料，果実飲料

通常:
2005-084124
標準

通常 2005-084522

通常 2005-084990

通常:
2005-085804
標準

通常 2005-085843

通常:
2005-087008
標準

通常 2005-087058

※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］
2005.09.15 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)
2006.08.04 拒絶査定
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No.

117

118

119

商標（見本）

商標

宇治橋

平飼い卵

ニンニク烏骨鶏卵黄

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

30

区分

【30】茶，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。），コーヒー及びココア，氷，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，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

29

【29】卵，加工卵

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2006.04.26 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
2006.06.05 代理人受任届
2006.06.13 認定･付加情報
2006.06.13 認定･付加情報
2006.08.02 拒絶査定
2006.11.06 手続補正書
2007.11.07 登録料納付
［登録］
2007.10.10 登録査定書
2007.11.07 設定納付書
2007.11.27 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 拒絶査定

29,30,31

【29】ニンニク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 【中間記録情報】
品，烏骨鶏卵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 ［審査］
2005.09.20 願書
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
2005.09.20 認定･付加情報
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
2006.04.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく，植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼ 項16号)
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 2006.08.09 拒絶査定
状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品
【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，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，はちみつ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
【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，
【29】豚肉
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.11.04 手続補正指令書(出願)
2005.12.19 手続補正書(方式)
2006.01.25 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-087639
標準

通常 2005-087722

通常:
2005-087989
標準

29

120

もっちり豚

通常 2005-088111

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

121

122

123

124

125

126

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】にんにくを主成分とし、黒酢・ごま油を配合したカプセル状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.09.21 認定･付加情報
2005.09.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 意見書
2006.08.11 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶査定

30

【30】カムカム果汁とはちみつを原料とする液状・クリーム状・ペースト状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.08 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.10.28 手続補正指令書(出願)
2005.12.14 手続補正書(方式)
2006.01.20 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

29

【29】水産加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.10.06 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)
2006.08.04 拒絶査定

30,32

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，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
【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］
2005.09.22 願書
2006.05.10 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.05.26 手続補正書
2006.05.26 代理人受任届
2006.05.26 手続補足書
2006.06.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.06.23 認定･付加情報
2006.06.23 認定･付加情報
2006.07.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.11 意見書
2006.08.30 拒絶査定
2007.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ロングライフＢＥセサミン黒酢に 通常:
2005-088126
んにく
標準

カムカムハニー

通常 2005-088396

えんしゅうやまのおちゃ＼遠州
通常 2005-088629
山のお茶

泡盛漬け辛子明太子

豚トロ醤油ラーメン

アクティブシニア

通常:
2005-088651
標準

通常:
2005-088781
標準

通常:
2005-088802
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

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

2008/5/8
28／49

３条拒絶（食品）２００６．０８.xls
No.

127

128

129

130

131

132

133

商標（見本）

商標

ＢＥＳＴ ＷＡＴＥＲ

ママがえらんだ

ヘルシーポーク

吉野南高梅

べえすけ

ホワイトビネガー

グリーンベリー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】化粧品
【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.22 手続補足書
2005.09.22 認定･付加情報
2005.09.22 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.22 拒絶査定

29

【29】乳製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.17 拒絶査定

29

【29】食肉

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.15 拒絶査定
2007.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】梅干，その他の梅の加工果実，梅を使用したふりかけ梅を使用したお茶つけのり及び 【中間記録情報】
［審査］
調味料
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.05.12 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))
2006.08.18 拒絶査定

29

【29】すきやきのもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2006.05.12 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))
2006.08.18 拒絶査定

30

【30】食酢，酢の素

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.05.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.17 拒絶査定

29,30

【29】ジャム及びその他の加工果実
【30】菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，即席菓子のもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 意見書
2006.06.16 手続補足書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-088897
標準

通常:
2005-088947
標準

通常:
2005-088948
標準

通常:
2005-089051
標準

通常:
2005-089194
標準

通常:
2005-089196
標準

通常:
2005-089252
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

03,32
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134

135

136

137

138

商標（見本）

商標

ぎん じょう＼吟上

帰省みやげ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.10.05 認定･付加情報
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)
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】茶，コ－ヒ－及びココア

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.10.05 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.08 拒絶査定

30

【30】山麓の湧き水を利用した水田から収穫された米

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2006.04.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.30 手続補正書
2006.05.30 意見書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.05.31 認定･付加情報
2006.08.09 拒絶査定

28,30

【28】おもちゃ，人形，スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除
【中間記録情報】
く。），愛玩動物用おもちゃ，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 ［審査］
2005.09.27 願書
プ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花
札，マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
2005.09.27 認定･付加情報
【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
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.08.11 拒絶査定
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
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末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプ
【31】飼料
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.09 拒絶査定

通常 2005-089332

通常 2005-089334

カカオ・クリオロ＼ＣＡＣＡＯ ＣＲ
通常 2005-089440
ＩＯＬＬＯＲＯ

山麓湧水田

し し まい＼獅子舞ロボ

ドッグヨーグルト

通常 2005-089552

通常 2005-089820

通常:
2005-089960
標準

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

中間記録

【30】茶，コ－ヒ－及びココア

31
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

140

お酢はからだにいいんです

通常:
2005-089998
標準

30

141

142

143

144

145

苺しろあん

還元水＼純水

あずきバー

詰合せ

富士山朝霧名水

通常:
2005-090348
標準

指定商品・役務

11,32

【11】家庭用浄水器，濾過式浄水器，業務用浄水器，災害時非常用浄水器
【中間記録情報】
【32】清涼飲料水，飲料水その他の清涼飲料水，飲料水，飲料用水，飲用水，災害時非常 ［審査］
2005.09.13 願書
用飲料水，容器入りの飲料水
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2005.11.15 手続補正書
2005.11.18 代理人受任届
2005.12.22 認定･付加情報
2005.12.22 認定･付加情報
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 拒絶査定

30

【30】あずきを有してなる菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.10.07 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
2005.12.22 刊行物等提出による通知書
2006.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.15 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
2006.08.18 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］
2005.09.29 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

32

【32】ミネラルウォーター

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.09.29 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)
2006.08.11 拒絶査定

通常 2005-090598

通常:
2005-090678
標準

通常:
2005-090694
標準

通常:
2005-090854
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】お酢を加味してなる菓子及びパン，お酢を加味してなる穀物の加工品，お酢を加味し 【中間記録情報】
てなる調味料，お酢を加味してなるぎょうざ，お酢を加味してなるしゅうまい，すし，お酢を加 ［審査］
味してなるたこ焼き，お酢を加味してなる肉まんじゅう，お酢を加味してなるハンバーガー， 2005.09.27 願書
お酢を加味してなるピザ，お酢を加味してなるべんとう，お酢を加味してなるホットドッグ，お 2005.09.27 認定･付加情報
酢を加味してなるミートパイ，お酢を加味してなるラビオリ，お酢を加味してなる即席菓子の 2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
もと，お酢を加味してなるアイスクリームのもと，お酢を加味してなるシャーベットのもと，お 2006.07.12 意見書
酢を加味してなるアーモンドペースト，お酢を加味してなる家庭用食肉軟化剤，お酢を加味 2006.07.14 認定･付加情報
してなる酒かす，食酢，酢の素，お酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体 2006.08.25 拒絶査定
状・ゼリー状の加工食品
【30】菓子及びパン
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2005.11.15 刊行物等提出書
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)
2006.08.18 拒絶査定
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146

147

148

149

150

151

商標（見本）

商標

富士山天然水バナジウム９０

あらごし梅酒

火香緑茶

しらかみ比内地鶏

ＳＵＰＥＲ ＰＥＲＦＥＣＴ ＭＩＸ

総合栄養補助食品

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】ミネラルウォーター

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.09.29 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

33

【33】梅酒

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 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)
2006.08.11 拒絶査定
2006.09.26 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］
2005.09.29 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.21 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
2005.09.29 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.05.16 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)
2006.08.15 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］
2005.09.29 願書
2005.11.17 出願人名義変更届
2005.11.17 手続補足書
2005.11.17 手続補足書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.21 意見書
2006.06.21 手続補足書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.08.09 拒絶査定
2006.09.08 手続補正書
2006.11.06 手続補正書(方式)
2006.11.06 手続補足書
2007.08.20 登録料納付
［登録］
2007.07.30 登録査定書
2007.08.20 設定納付書
2007.09.04 登録証

29

【29】カルシウム・ビタミン類・ミネラル類を主原料とする固形状・粒状・顆粒状・液状・粉末
状・錠剤状・カプセル状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.09.30 認定･付加情報
2006.05.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.07 拒絶査定

通常:
2005-090855
標準

通常:
2005-090892
標準

通常:
2005-090967
標準

通常:
2005-091017
標準

通常:
2005-091052
標準

通常:
2005-091215
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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152

153

154

155

156

157

商標（見本）

商標

有明＼謹製

§さくさくハード

§ワンぱっく

鶏まん

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

31

【31】愛玩動物用飼料，その他の飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

31

【31】愛玩動物用飼料，その他の飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】肉まんじゅう

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

29

【29】コラーゲン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（「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］
2005.09.30 願書
2005.10.03 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 意見書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.08.08 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
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，調理済みカレー，お茶漬けの 2005.10.03 願書
り，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2005.10.06 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
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ 項16号)
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 2006.08.11 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，調理済みカレーライス，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
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，

通常 2005-091441

通常 2005-091516

通常 2005-091517

通常:
2005-091738
標準

通常:
2005-091904
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】海苔のつくだに及びその他の加工水産物
【30】しょうゆ及びその他の調味料
【31】海藻類

Ｃ．Ｃ．コラーゲン ５０００＼Ｃ．
通常 2005-091796
Ｃ．ＣＯＬＬＡＧＥＮ ５０００

アジアンスパイス

指定商品・役務

29,30,31
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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

03,05,10,29,30,32,3 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
5,41,42

158

§Ｒｅａ∞Ｌａｂｏ

通常 2005-091964

29,30,32

159

花粉サプリ

通常:
2005-092077
標準

32
160

ビールみたい＼びいるみたい

通常 2005-092162

32
161

のどかわいた＼喉渇いた

2005.10.03 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，芳香
2005.10.03 認定･付加情報
剤，消臭芳香剤，その他の香料類，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，つけまつ毛
2006.03.10 代理人受任届
【05】消臭剤（工業用のもの及び身体用のものを除く。），芳香消臭剤（工業用のもの及び身 2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.04.26 手続補正書
体用のものを除く。），防臭剤（身体用のものを除く。），芳香防臭剤（身体用のものを除
2006.04.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
く。），脱臭剤（工業用のものを除く。），その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラー
ト，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パン 2006.05.26 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
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 2006.08.29 拒絶査定
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，食餌療法用食品，
食餌療法用飲料
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【29】ミネラル・ビタミン・植物エキス又は粉末・動物エキス又は粉末・海藻エキス又は粉末を
主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプ
セル状・軟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
【29】花粉エキスを主材料とする錠剤状・粒状・タブレット状・カプセル状・ソフトカプセル状・ 【中間記録情報】
［審査］
粉末状・顆粒状・液状・クリーム状・ペースト状・ジェル状・ゼリー状・フィルム状の加工食
2005.10.03 願書
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
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
め物，豆，食用たんぱく
2006.08.14 拒絶査定
【30】甜茶エキスを主材料とする錠剤状・粒状・タブレット状・カプセル状・ソフトカプセル状・
粉末状・顆粒状・液状・クリーム状・ペースト状・ジェル状・ゼリー状・フィルム状の加工食
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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2005.10.05 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

通常 2005-092163

※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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［審査］
2005.10.03 願書
2005.10.05 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定
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No.

162

163

164

165

166

167

168

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2005.10.05 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

05,29

【05】滋養強壮変質剤，その他の薬剤，食餌療法用加工食品
【中間記録情報】
【29】ハーブ類（イチョウ葉，セントジョーズワート，シンセン等）・ビタミン・ミネラル・にんにく・ ［審査］
2005.10.03 願書
はちみつを主原料としたタブレット・カプセル・錠剤・顆粒・粉末・液体状の加工食品，肉製
2005.10.04 認定･付加情報
品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2005.10.04 手続補足書
2005.11.04 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.03 拒絶査定

31

【31】飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 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，豆乳，カレー・シチュー又はスープのもと，ふりかけ，なめ物， ［審査］
豆，食用たんぱく，乾燥ハーブを主原料とする粉末状、顆粒状又は錠剤状の加工食品，乾 2005.09.21 願書
燥ハーブを主原料とし、これに乾燥茶葉を混合してなる粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工 2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
食品，乾燥ハーブの抽出物を主原料とする粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品，
2006.08.18 拒絶査定

なんかのみたい＼何か飲みた
通常 2005-092164
い

立体商標

立体商標

オプティマルケア

高麗人蓼葉緑茶

ベストわん

雪蓮花

通常:
2005-092217
立体

通常:
2005-092293
立体

通常:
2005-092296
標準

通常 2005-092533

通常:
2005-092732
標準

通常 2005-092741

※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.

169

170

171

172

173

174

175

商標（見本）

商標

焼酎はうまい＼壱岐はうまい

五目納豆

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【33】長崎県壱岐市産の焼酎

【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1項各号)
2006.06.20 意見書
2006.06.21 手続補足書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.08.24 拒絶査定

29

【29】納豆

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2005.10.05 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

29

【29】まぐろの塩辛

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2005.10.19 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.09 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.15 拒絶査定

29,31

【29】高菜漬
【31】高菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2005.10.11 手続補足書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.10 拒絶査定

29

【29】冷凍ブロッコリー

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2005.10.07 手続補足書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.15 拒絶査定

30

【30】餃子，しゅうまい，春巻き，ワンタン，小籠包，中華饅頭，

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.25 拒絶査定

通常 2005-092869

通常:
2005-092915
標準

本場特選∞本州最北端＼全国
に知れ渡った＼まぐろ一本釣り
通常 2005-093036
の街＼大間∞元祖＼まぐろの
＼塩辛

ＡＵＴＨＥＮＴＩＣ＼オーセンティッ
通常 2005-093064
ク

雲仙こぶ高菜

アンデスバレーブロッコリー

飲▲茶▼点心食工房

通常 2005-093065

通常:
2005-093096
標準

通常 2005-093218

※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.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

176

イキイキ健康生活

通常:
2005-093277
標準

29
177

178

179

180

181

五島鯖

五島鯵

箱根梅酒

チロリアンレタス

泡盛ゼリー

通常:
2005-093316
標準

指定商品・役務

29

【29】あじ（生きているものを除く。），あじを原料とする加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 拒絶査定

33

【33】梅酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

31

【31】レタス

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.10.28 手続補正指令書(出願)
2005.11.12 手続補正書
2005.12.20 認定･付加情報
2005.12.20 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

30

【30】泡盛入りゼリー菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2005.12.22 刊行物等提出書
2006.01.31 刊行物等提出による通知書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定

通常:
2005-093317
標準

通常 2005-093321

通常 2005-093341

通常 2005-093489

※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】アミノ酸・アロエ・オオバコ・オリゴ糖・核酸・各種ビタミン・各種ミネラル・カプサイシン・ 【中間記録情報】
ガルシニア・キトサン・ギムネマ・グァバエキス・くちなしエキス・クミスクチン・グルコサミン・ ［審査］
2005.09.22 願書
クロレラ・桑の葉エキス・高麗人参・コラーゲン・コンドロイチン・サラシア・シトラス・ジフシエ
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
キス・ジンジャーエキス・スクワレン・スターフルーツ葉エキス・スピルリナ・セラミド・大豆サ
2006.08.11 拒絶査定
ポニン・ダイダイ・テアニン・杜仲エキス・トナリン・各種ハーブ・ハス胚芽エキス・ハトムギ・
バナバ・ヒアルロン酸・ビール酵母・ビフィズス菌・フーカス・ブドウ種子エキス・不飽和脂肪
酸・プラセンタエキス・ブルーベリーエキス・プルーンエキス・プロテイン・ベータカロチン・ポ
リフェノール・マルベリー・マロニエ・ムコ多糖・ローヤルゼリー・酵母エキス・松の皮エキス・
食物繊維・乳酸菌類を主成分とする粉末状・顆粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・
ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品，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
【29】さば（生きているものを除く。），さばを原料とする加工水産物
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
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No.
182

183

184

185

186

187

商標（見本）

商標
創作ミルク工房

アグーの＼アンダンスー

種別 出願番号

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.24 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

03,29

【03】椿油を配合してなるせっけん類，椿油を配合してなる化粧品，椿油を配合してなる香
料類
【29】椿油

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.30 拒絶査定

03,29

【03】椿油を配合してなるせっけん類，椿油を配合してなる化粧品，椿油を配合してなる香
料類
【29】椿油

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 拒絶査定

32

【32】飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

29,42

【29】ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキスを主成分とした粉末状・粒状・顆粒状・錠剤 【中間記録情報】
状・液状・ゲル状・カプセル状・タブレット状の加工食品
［審査］
2005.09.27 願書
【42】医薬品・化粧品又は加工食品の試験・検査・研究及び評価並びにこれらに関する情
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
報の提供
号)
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

通常 2005-093805

通常:
2005-094107
標準

椿の生オイル

通常:
2005-094108
標準

通常:
2005-094126
標準

抗加齢サプリメントクリニック＼
Ａｎｔｉ－Ａｇｉｎｇ Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ
通常 2005-094312
Ｃｌｉｎｉｃ

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

中間記録

【29】乳製品

通常:
2005-093781
標準

椿の生椿油

鉄分野菜

区分
29
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,31

188

ちさんちしょく＼地産地食

通常 2005-094696

30
189

190

191

192

ほろにがさが効いてくる

マスカルポーネミルク

つまめる＼カフェオーレ

かやく豆

通常:
2005-095088
標準

指定商品・役務

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2005.10.12 認定･付加情報
2005.12.26 刊行物等提出書
2005.12.28 刊行物等提出書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.02.01 認定･付加情報
2006.02.03 刊行物等提出による通知書
2006.02.10 刊行物等提出による通知書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

30

【30】カフェオーレ風味の菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2005.10.12 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)
2006.07.03 手続補正書
2006.07.03 認定･付加情報
2006.07.03 認定･付加情報
2006.07.03 意見書
2006.08.18 拒絶査定

29

【29】煮豆

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.28 拒絶査定

通常:
2005-095090
標準

通常 2005-095096

通常:
2005-095101
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
2005.10.11 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 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】菓子及びパン
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2005.10.12 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定
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No.

193

194

195

196

商標（見本）

商標

Ｘ＼エックス＼ウオーター

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.10.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.20 認定･付加情報
2005.10.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

29

【29】玄米・大豆を主成分とし乾燥野菜粉末を配合してなる粉末状・顆粒状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2005.10.13 代理権変更届
2005.10.13 手続補足書
2005.11.11 認定･付加情報
2005.11.11 認定･付加情報
2006.02.15 刊行物等提出書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.03.24 刊行物等提出による通知書
2006.03.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

29,30

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.10.13 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
2005.10.14 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（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 項16号)
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 2006.08.18 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
【30】菓子及びパン
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.18 拒絶査定

通常 2005-095281

ＤｉｅｔＢａｌａｎｃｅｒ＼ダイエットバラ
通常 2005-095316
ンサー

ビッシュ

朝市おばちゃんの手づくり

柳之御所

通常:
2005-095382
標準

通常 2005-095462

通常:
2005-095483
標準
29

198

蒙古草原ラムソーセージ

【29】ラム肉を主原料としたソーセージ

通常:
2005-095751
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】清涼飲料，果実飲料

30
197

指定商品・役務

32
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定
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No.

199

200

201

202

203

204

商標（見本）

商標

とんそく一番

デトックス野菜

のみごろ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】豚足を加工した食料品、豚足を主原料とした加工食料品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

31

【31】野菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

29,30,32

【29】乳製品
【30】コーヒー及びココア，茶
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2005.10.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2005.12.13 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.01 願書
2005.11.04 手続補正指令書(出願)
2005.11.29 手続補正書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.10 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

29

【29】青みかん果実抽出物・シソ葉エキス末・甜茶エキス末・もろみ酢粉末等を原材料とす
るタブレット状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.18 拒絶査定

29

【29】水産加工品，水産練製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 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)
2006.08.18 拒絶査定

通常 2005-095907

通常:
2005-096179
標準

通常 2005-096455

Ｓｈｒｉｍｐ Ｓａｕｃｅ＼海老醤＼え
通常 2005-096459
び ひしお

花粉撃退

もんで＼すり身

通常:
2005-096884
標準

通常 2005-097447

※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.

205

206

207

商標（見本）

商標

四季咲きガーデンシクラメン

四季咲きシクラメン

宮廷還元薬膳塩

種別 出願番号

区分

エスオーディー＼ＳＯＤ

31

【31】園芸用球根，園芸用種子，採油用種子類，種菌，農産用球根，農産用種子，木，草， 【中間記録情報】
［審査］
芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，生花の花輪
2005.09.21 願書
2005.11.11 手続補正指令書(出願)
2005.11.16 手続補正書
2005.12.19 認定･付加情報
2005.12.19 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

30

【30】食塩

通常:
2005-097496
標準

通常:
2005-097497
標準

通常:
2005-097525
標準

通常 2005-097534

30

209

ティラミスセット

通常:
2005-097662
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】園芸用球根，園芸用種子，採油用種子類，種菌，農産用球根，農産用種子，木，草， 【中間記録情報】
［審査］
芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，生花の花輪
2005.09.21 願書
2005.11.11 手続補正指令書(出願)
2005.11.16 手続補正書
2005.12.19 認定･付加情報
2005.12.19 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

29
208

指定商品・役務

31

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.11 拒絶査定
【29】魚油を主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品，麦類 【中間記録情報】
若葉を主原料とする粉末状・錠剤状・粒状・液状・顆粒状・カプセル状加工食品，加工野菜 ［審査］
2005.10.03 願書
及び加工果実，冷凍野菜及び冷凍果実
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

【30】穀物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，デ
キストリン・糖類・植物油脂・ゼラチンを主成分としたティラミス用パウダー，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，食品香料（精油のものを除
く。），オーツ麦茶，甜茶，その他の茶，オーツ麦茶飲料，甜茶飲料，その他の茶飲料，コー
ヒー及びココア，コーヒー飲料，チョコレート飲料，ココア飲料，氷，甘酒，甘酒の素，ゆであ
ずき，フローズンヨーグルト，カップ入りゼリー，スナック菓子，いり豆，その他の菓子及び
オーツ麦パン，その他のパン，ピザソース，トマトソース，ドレッシング，天つゆ，めんつゆ，
洋風炊き込みご飯用調合調味料，その他の調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャー
ベットのもと，コーヒー豆，ピザ生地，パン生地，デニッシュ生地，ドーナツ生地，パイ生地，
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
焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，グラ
タン，ドリア，オムライス，ピラフ，レトルトパウチされた御飯，ぞうすい，かゆ，春巻き，調理
済みのビーフン，イーストパウダー，こうじ，酵母，ヨーグルト種菌，ケフィールの種菌，乳酸
菌末，乳酸菌乾燥原末，乳酸菌をマイクロカプセルで被覆した粉末状の加工食品，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，から
揚げ粉，天ぷら粉，食用でんぷん，その他の食用粉類，食用グルテン
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.19 認定･付加情報
2005.12.22 刊行物等提出書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.02.03 刊行物等提出による通知書
2006.05.26 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))
2006.06.27 手続補正書
2006.06.27 意見書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.28 手続補足書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2007.10.30 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）２００６．０８.xls
No.

210

211

212

213

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 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)
2006.08.21 拒絶査定

30

【30】菓子，パン，チョコレート

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 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)
2006.08.21 拒絶査定
2007.05.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.22 拒絶査定

29,30,31,32,33

【29】ヨーグルト・漬物、その他の保存加工した野菜・乾燥野菜・加熱調理した野菜・豆腐・
乾燥処理、その他の保存加工した大豆・スープ・塩漬肉・干ぶどう・食用たんぱく・ピクルス・
牛乳・乳飲料・乳製品・乾燥処理、その他の保存加工したきのこ・乾燥処理、その他の保存
加工した食材・食品添加物として許可された原料を打錠、粉末、顆粒、カプセル成形してな
る加工食品
【30】オールスパイス・粗引きの大麦・豆の粗引き粉・麦芽酢・ココア飲料・食用の蜂ろう・
コーヒー飲料・精油以外の飲料用香味料・紅茶飲料・ビスケット・パン・キャンディー・洋菓
子・穀粉加工品・コーヒー豆・麺類・米食塩・調味料及び香辛料・醤油・大豆粉・食用でんぷ
ん・酵母・錠剤状の酵母・野草・海水・食酢・食用プロポリス・菓子用粉・パスタ・食用糖蜜麦
芽糖・甘草入り飴・氷菓・浸出液（医療用のものを除く）
【31】食用又は飼料用の藻類・飼料添加物・飼料・動物・穀物の種子・穀類・魚（生きている
ものに限る）・自然の花・花の球根・装飾用ドライフラワー生花の花輪・玩具動物等飼料・園
芸用ハーブ・植物飼育用の（種子）胚・干草・植物の種子・生のきのこ・植物・苗・ごま・木・
野菜・飼料用酵母
【32】炭酸水・ビール・アルコールを含まない飲料・乳清飲料・シードル（ノンアルコールのも
の）・発泡性飲料用粉末・発泡性飲料用錠剤・果実飲料・アルコールを含まない果肉飲料・
ジンジャービール（清涼飲料）・未発酵のぶどう液・麦芽ビール・麦芽汁・ソーダ水・飲料水・
ミネラルウォーター・リチア水・トマトジュース・飲料用シロップ
【33】米を原料とする酒・アルコール飲料（ビールを除く）・蒸留酒・りんご酒カクテル・消化促
【30】そばを原料とする穀物の加工品
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.12.09 手続補正指令書(出願)
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))
2006.06.28 意見書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 拒絶査定

フロマージュクプ＼ｆｒｏｍａｇｅ ｃ
通常 2005-097897
ｏｕｐｅ

バトン ドゥ ショコラ＼￠ｂａｔｏｎ
通常 2005-097904
ｄｅ ｃｈｏｃｏｌａｔ

こだわり三昧

温泉の駅

生十割蕎麦＼キトワリソバ

通常:
2005-098146
標準

通常 2005-099014

通常 2005-099167

30
215

ショートバー

通常:
2005-099353
標準

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

中間記録

【30】菓子，パン，チーズケーキ

30,43

214

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.12.16 刊行物等提出書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.01.31 刊行物等提出による通知書
2006.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０８.xls
No.

216

217

218

219

220

221

222

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】ソーセージ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 拒絶査定

31

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.10.27 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 拒絶査定

31

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.10.27 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 拒絶査定

31

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.10.27 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 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］
2005.10.15 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

32

【32】飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 意見書
2006.08.11 拒絶査定
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】牛肉を使用した菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.12 手続補正書
2006.07.12 手続補足書
2006.07.12 意見書
2006.08.10 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

プレミアム ビアソーセージ＼Ｐ
ＲＥＭＩＵＭ ＢＥＥＲ ＳＡＵＳＡＧ 通常 2005-100763
Ｅ

海の素材プラス

海の素材ミックス

海の素材ブレンド

非売品

野菜のソムリエ

通常:
2005-100948
標準

通常:
2005-100949
標準

通常:
2005-100950
標準

通常:
2005-101132
標準

通常:
2005-101357
標準

黒毛和牛＼那須牛∞那須＼高
原牧場で育った＼高級和牛を 通常 2005-101385
＼使用＼しています。

※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.

223

224

225

226

227

228

229

商標（見本）

商標

蔵外不出

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］
2005.10.16 願書
2005.11.11 手続補正指令書(出願)
2005.12.12 手続補正書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

30,43

【30】ハンバーガー
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.01.13 手続補正書(方式)
2006.01.13 認定･付加情報
2006.01.13 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)
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.04 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 意見書
2006.08.29 拒絶査定

30

【30】パキスタン産岩塩を原料とする食塩，パキスタン産の食塩の原料となる岩塩

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.11.24 手続補正書(方式)
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

29,32

【29】ノニを主材とする粉状・粒状・液状の加工食品
【32】ノニを使用してなる果実飲料，ノニを使用してなる果実飲料のもと，ノニ使用してなる清
涼飲料，ノニ使用してなる清涼飲料のもと，ノニ使用してなる野菜ジュース，ノニ使用してな
る野菜ジュースのもと，ノニ果実入り飲料用野菜ジュース，ノニ果実入りの清涼飲料，ノニ
果実入りの果実飲料，ノニ果実入りの乳清飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

29

【29】納豆

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 拒絶査定

30

【30】バラの香料を使用したバラの香りのするガナッシュチョコレート

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 拒絶査定

通常:
2005-101668
標準

ＴＨＥ ＨＡＭＢＵＲＧ ＦＡＣＴＯＲ
通常 2005-101833
Ｙ

高麗人蔘葉緑茶

Ｇｏｌｄｓａｌｔ＼ゴールドソルト

のにちゃん

よんだんがさね∞４段＼重ね

Ｒｏｓｅ Ｇａｎａｃｈｅ＼ローズガ
ナッシュ

通常 2005-102430

通常 2005-102794

通常:
2005-103247
標準

通常 2005-104064

通常 2005-104146

※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.

230

231

232

233

234

235

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】バラの花びらのジャム入りのチョコレート

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 拒絶査定

32

【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.12.07 手続補正書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.24 意見書
2006.08.01 拒絶査定

29

【29】加工した鮎

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.25 手続補正書
2006.07.25 意見書
2006.08.24 拒絶査定

29

【29】レトルトカレー

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.12.28 刊行物等提出書
2006.02.02 刊行物等提出による通知書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.31 手続補正書
2006.07.31 意見書
2006.08.29 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.02 意見書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶査定

31

【31】台湾産のバナナ

Ｒｏｓｅ Ｃｏｎｆｉｔｕｒｅ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ
＼ローズコンフィチュールチョコ 通常 2005-104148
レート

紅赤－ＢＥＮＩＡＫＡ－

簗獲りもがみの焼あゆ

帝国海軍カレー

加賀薬膳＼かがやくぜん

Ｔａｉｗａｎ＼Ｂａｎａｎａｓ

通常:
2005-104226
標準

通常:
2005-104949
標準

通常:
2005-105034
標準

通常 2005-105036

通常 2005-105678

※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］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.24 意見書
2006.08.15 拒絶査定
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No.

236

237

238

239

240

商標（見本）

商標

§ＤＥＬＩＣＩＯＵＳ

塚原温泉

奥越前

有の実

きね＼丹波の杵つき餅

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】バナナ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.24 意見書
2006.08.15 拒絶査定

32,44

【32】飲料用の温泉水，飲料用の鉱泉水
【44】公衆浴場の提供，温泉施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.05.15 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 意見書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，ビール，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.06.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.06 意見書
2006.07.07 手続補足書
2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶査定
2006.09.07 手続補足書
2007.11.20 登録料納付
［登録］
2007.10.23 登録査定書
2007.11.20 設定納付書
2007.12.11 登録証

31

【31】果実

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2005.12.27 手続補正書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.20 意見書
2006.07.20 認定･付加情報
2006.08.24 拒絶査定

30

【30】もち菓子，もち

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.02 意見書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.03 手続補足書
2006.08.04 拒絶査定
2007.07.04 登録料納付
［登録］
2007.06.08 登録査定書
2007.07.04 設定納付書
2007.07.24 登録証

通常 2005-105679

通常:
2005-105926
標準

通常 2005-106074

通常:
2005-106745
標準

通常 2005-107164

※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.

241

242

243

244

245

246

商標（見本）

商標

えぞらっきょ

津南の雪下にんじん

スペリュール

ＱＲコード

雲州

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】らっきょうの漬物，らっきょうの塩漬その他のらっきょうの加工品
【31】らっきょう

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.06.21 伺い書
2006.06.26 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))
2006.06.30 伺い回答書
2006.08.05 手続補正書
2006.08.05 意見書
2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.14 拒絶査定

31,32

【31】にんじん
【32】飲料用にんじんジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.27 意見書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

33

【33】洋酒，果実酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.02 意見書
2006.08.11 拒絶査定

21,31,44

【21】植木鉢
【31】木，草，花，盆栽，苗，苗木
【44】植木の貸与，貸与した植木に関する情報の提供，植物に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.08 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］
2005.12.01 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.02 意見書
2006.08.11 拒絶査定

29

【29】鹿肉，鹿肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 意見書
2006.08.29 拒絶査定

通常 2005-107268

通常:
2005-107333
標準

通常:
2005-109667
標準

通常:
2005-112072
標準

通常:
2005-112686
標準

§北海道＼阿寒ベニソン＼Ａｋ
ａｎ Ｖｅｎｉｓｏｎ∞Ｈｏｋｋａｉｄｏ＼Ａ 通常 2005-113401
ｋａｎ

※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.

247

248

249

250

251

252

商標（見本）

商標

おいしく健康してますか

ウーヴァ＼ＵＶＡ

ダイエット中華

まるごと大豆茶

小浜ラーメン

保全素はこれだ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2005.12.05 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 意見書
2006.08.08 手続補足書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定
2006.09.04 認定･付加情報

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2005.12.05 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 意見書
2006.08.14 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶査定

30,43

【30】ぎょうざ，しゅうまい，中華まんじゅう，月餅，中華菓子，即席中華そばのめん，中華そ 【中間記録情報】
ばのめん
［審査］
【43】中華料理を主とする飲食物の提供
2005.12.08 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.01.23 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.18 拒絶査定

29,30

【29】焙煎した乾燥オカラ
【30】大豆を原材料とする茶

30,43

【30】中華そばの麺，即席中華そばの麺
【43】飲食物の提供

29

【29】マルチビタミン・ミネラルを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末 【中間記録情報】
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，各種ビタミンを主成分とする粒 ［審査］
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 2005.12.21 願書
加工食品，各種ビタミン及びミネラルを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤
2006.07.19 職権訂正履歴(職権訂正)
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，ミネラルを主成分とす 2006.07.25 職権訂正通知書(職権訂正)
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 2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
状の加工食品
2006.08.10 意見書
2006.08.29 拒絶査定

通常:
2005-113720
標準

通常 2005-113930

通常:
2005-115127
標準

通常:
2005-115572
標準

通常 2005-118096

通常:
2005-119721
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］
2005.12.08 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.05.23 出願人名義変更届
2006.06.21 手続補正書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.21 手続補正書
2006.08.21 意見書
2006.08.25 拒絶査定
2007.04.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.02.21 刊行物等提出書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.03.28 刊行物等提出による通知書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.22 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

253

ジェル

通常:
2006-002967
標準

03,08,09,16,20,21,2
4,26,28,29,30,32,33,
34

254

ＷＷ

通常 2006-011729

03,08,09,16,20,21,2
4,26,28,29,30,32,33,
34

255

Ｗ２

通常 2006-011730

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

指定商品・役務

中間記録

【29】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，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，その他のサラダ， ［審査］
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，豆腐，納豆，卵ど 2006.01.18 願書
うふ，乾燥卵，液卵，冷凍卵，茹で卵，卵焼き，スクランブルエッグ，茶わん蒸し，オムレツ， 2006.01.18 認定･付加情報
スコッチエッグ，その他の加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，ミートソース，その他 2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
のパスタソース，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又 号)
はタブレット状の加工食品，豆，食用たんぱく
2006.08.21 手続補正書
2006.08.21 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，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 2006.08.29 拒絶査定
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，粥，ぞうすい，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，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
【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］
2006.02.13 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，香水，その他
の化粧品，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 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
づめ，つけまつ毛
2006.08.02 意見書
2006.08.25 拒絶査定
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ
り及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），か
つお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チー
ズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち
工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具
に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ
アセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【09】携帯電話機用カバー，携帯電話機の専用ケース，携帯電話機用ストラップ，その他の
電気通信機械器具，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
【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］
2006.02.13 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，香水，その他
の化粧品，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 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
づめ，つけまつ毛
2006.08.02 意見書
2006.08.25 拒絶査定
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ 2007.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
り及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），か
つお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チー
ズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち
工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具
に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ
アセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【09】携帯電話機用カバー，携帯電話機の専用ケース，携帯電話機用ストラップ，その他の
電気通信機械器具，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
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