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３条拒絶査定速報レポート
※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

4

5

商標

下仁田ねぎ

ＣＡＮＡＤＩＡＮ ＭＡＰＬＥ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】ねぎを主原料とする加工野菜
【31】ねぎ

【中間記録情報】
［審査］
2004.10.19 願書
2005.04.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.05.16 意見書
2005.05.17 手続補足書
2005.06.22 上申書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.09.06 伺い書
2006.09.12 拒絶査定
2006.09.15 伺い回答書
2006.10.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】カナダ産のクッキー及びチョコレート，その他のカナダ産の菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2004.10.29 願書
2005.05.13 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2005.08.15 手続補正書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.27 期間延長請求書
2006.04.04 意見書
2006.09.22 拒絶査定

29

【29】ケールを原料とする調理用青汁のもと，ケールを原料とする調理用青汁

30

【30】茶

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.18 願書
2004.11.29 認定･付加情報
2005.06.01 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.07.08 手続補正書
2005.07.08 意見書
2005.07.08 手続補足書
2005.08.05 手続補正指令書(中間書類)
2005.08.10 手続補正書(方式)
2005.08.11 認定･付加情報
2005.08.11 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定
2006.11.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.01.18 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.02.03 願書
2005.02.03 手続補足書
2005.02.03 認定･付加情報
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.09.05 意見書
2005.09.07 手続補足書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定

通常:
2004-095527
標準

通常 2004-099289

食生活で不足しがちな食物繊
維を∞すこやか＼青汁∞プラス 通常 2004-105623
したケール青汁

サプリ緑茶シリーズ

安曇野

通常:
2005-007845
標準

通常 2005-008381

※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

29,31
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No.

商標（見本）

6

7

8

9

商標

ごはん亭

ＳＵＰＲＥＭＯ＼スプレモ

ｓｍａｃｋ＼スマック

旬麦

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし， 【中間記録情報】
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， ［審査］
2005.02.07 願書
米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
2005.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.09.12 意見書
2005.09.14 手続補足書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.08.28 意見書
2006.09.04 拒絶査定
2006.11.29 手続補正書(方式)
2006.12.01 手続補足書
2007.04.20 登録料納付
2007.06.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.03.26 登録査定書
2007.04.20 設定納付書
2007.05.22 登録証
2008.03.07 表示変更登録申請書(住所)
2008.04.18 移転登録済通知書

31

【31】苗，苗木，木，草，芝，ドライフラワー，花，牧草，盆栽，種子類

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

30

【30】マカロニ，スパゲッティのめん，その他のパスタ，その他の穀物の加工品，穀物又は
穀物の加工品を主原料とする固形状・ゼリー状・タブレット状・ペースト状・クリーム状・液
状・粉末状・顆粒状・カプセル状の加工食品，穀物より抽出したアミノ酸・糖類・ビタミン・ミネ
ラル等を主原料とする固形状・ゼリー状・タブレット状・ペースト状・クリーム状・液状・粉末
状・顆粒状・カプセル状の加工食品，食品プロポリス，食用のローヤルゼリー（医療用のも
のを除く。），アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食
品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，調味料，香辛料，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅ
うまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパ
イ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒か
す，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン

通常 2005-009526

通常 2005-012308

通常 2005-014361

通常:
2005-015225
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］
2005.02.01 願書
2005.07.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.07.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.08.30 意見書
2006.09.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.02.08 願書
2005.02.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.03.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.04.08 手続補正指令書(出願)
2005.07.15 通知書(却下処分前通知)
2005.09.12 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.08 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.02.23 願書
2005.04.12 刊行物等提出書
2005.05.18 認定･付加情報
2005.05.20 刊行物等提出による通知書
2005.05.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.09.21 手続補正書
2005.09.21 手続補足書
2005.09.21 意見書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定
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No.

10

11

12

商標（見本）

商標

本麦

韓式銘麺

温泉チキン

種別 出願番号

区分

毎日サラサラ

30

【30】中華そばのめん，うどんのめん，そばのめん，そうめんのめん，スパゲッティのめん， 【中間記録情報】
スープ付きの中華そばのめん，スープ付きのうどんのめん，スープ付きのそばのめん，
［審査］
スープ付きのスパゲッティのめん，即席中華そばのめん，即席うどんのめん，即席そばの
2005.03.01 願書
めん，即席スパゲッティのめん，具およびスープ付きの即席中華そばのめん，具および
2005.09.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
スープ付きの即席うどんのめん，具およびスープ付きの即席そばのめん，具およびスープ
2005.10.21 意見書
付きの即席スパゲッティのめん，調理済み冷凍焼きそば，その他の調理済み冷凍めん類
2006.09.13 拒絶査定

29

【29】真空処理し加熱した加工鶏肉

通常:
2005-017234
標準

通常:
2005-017312
標準

通常:
2005-019698
標準

通常 2005-022035

※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】麦茶

29

13

指定商品・役務

30

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.01 願書
2005.04.12 刊行物等提出書
2005.05.24 認定･付加情報
2005.05.30 刊行物等提出による通知書
2005.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.14 意見書
2005.10.14 手続補足書
2005.11.15 認定･付加情報
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶査定
2006.12.13 手続補正書(方式)
2006.12.13 手続補足書
2007.12.04 登録料納付
［登録］
2007.11.05 登録査定書
2007.12.04 設定納付書
2008.01.15 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.08 願書
2005.03.08 認定･付加情報
2005.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.01 手続補正書
2005.11.01 意見書
2005.11.01 認定･付加情報
2005.11.01 認定･付加情報
2005.11.29 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2006.01.04 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定
【29】大豆を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，ケールを主 【中間記録情報】
原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，各種ビタミンを主原料とす ［審査］
2005.03.14 願書
る錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，各種ミネラルを主原料とする錠剤
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，各種の植物エキスを主原料とする錠剤
2005.12.20 意見書
状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，各種の動物エキスを主原料とする錠剤
状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，野菜を主原料とする錠剤状・カプセル状・ 2006.09.12 拒絶査定
顆粒状又は液体状の加工食品，果実を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体
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・顆粒状又は液体状の加工
食品，タンパク質を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，アミ
ノ酸を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，食物繊維を主原
料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，ＤＨＡ含有精製魚油を主原
料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，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・
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,29,32

14

サラサラ習慣

通常 2005-022036

30,32

15

Ｎｏｎｉ＼１００

佐渡＼古代塩

通常 2005-027340

※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］
2005.03.14 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.20 意見書
2006.06.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.12 拒絶査定

【30】佐渡で生産、販売される古代より伝わる製法により造られた塩を使用してなるアイスク
リーム用凝固剤，佐渡で生産、販売される古代より伝わる製法により造られた塩を使用し
てなる家庭用食肉軟化剤，佐渡で生産、販売される古代より伝わる製法により造られた塩
を使用してなるホイップクリーム用安定剤，佐渡で生産、販売される古代より伝わる製法に
より造られた塩を使用してなる食品香料（精油のものを除く。），佐渡で生産、販売される古
代より伝わる製法により造られた塩を使用してなる茶，佐渡で生産、販売される古代より伝
わる製法により造られた塩を使用してなるコーヒー及びココア，佐渡で生産、販売される古
代より伝わる製法により造られた塩を使用してなる氷，佐渡で生産、販売される古代より伝
わる製法により造られた塩を使用してなるせんべい，佐渡で生産、販売される古代より伝
わる製法により造られた塩を使用してなる菓子及びパン，佐渡で生産、販売される古代より
伝わる製法により造られた塩，佐渡で生産、販売される古代より伝わる製法により造られ
た塩を使用してなる調味料，佐渡で生産、販売される古代より伝わる製法により造られた
塩を使用してなる香辛料，佐渡で生産、販売される古代より伝わる製法により造られた塩を
使用してなるアイスクリームのもと，佐渡で生産、販売される古代より伝わる製法により造
られた塩を使用してなるシャーベットのもと，佐渡で生産、販売される古代より伝わる製法
により造られた塩を使用してなるコーヒー豆，佐渡で生産、販売される古代より伝わる製法
により造られた塩を使用してなる穀物の加工品，佐渡で生産、販売される古代より伝わる
製法により造られた塩を使用してなるアーモンドペースト，佐渡で生産、販売される古代よ
り伝わる製法により造られた塩を使用してなるぎょうざ，佐渡で生産、販売される古代より
伝わる製法により造られた塩を使用してなるサンドイッチ，佐渡で生産、販売される古代よ
り伝わる製法により造られた塩を使用してなるしゅうまい，佐渡で生産、販売される古代よ
り伝わる製法により造られた塩を使用してなるすし，佐渡で生産、販売される古代より伝わ
る製法により造られた塩を使用してなるたこ焼き，佐渡で生産、販売される古代より伝わる

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.29 願書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.07.03 刊行物等提出書
2005.08.02 認定･付加情報
2005.08.03 刊行物等提出による通知書
2005.08.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.05 手続補正書
2005.12.05 意見書
2006.09.05 拒絶査定

通常 2005-027117

30

16

指定商品・役務
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【29】大豆を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，ケールを主
原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，各種ビタミンを主原料とす
る錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，各種ミネラルを主原料とする錠剤
状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，各種の植物エキスを主原料とする錠剤
状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，各種の動物エキスを主原料とする錠剤
状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，野菜を主原料とする錠剤状・カプセル状・
顆粒状又は液体状の加工食品，果実を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体
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・顆粒状又は液体状の加工
食品，タンパク質を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，アミ
ノ酸を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，食物繊維を主原
料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，ＤＨＡ含有精製魚油を主原
料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，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】コーヒー及びココア，茶，調味料，香辛料，穀物の加工品，菓子及びパン
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
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【中間記録情報】
［審査］
2005.03.29 願書
2005.03.29 認定･付加情報
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.14 意見書
2005.12.15 手続補足書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

17

18

19

20

21

商標（見本）

商標

霜ふりハーブ

フリーズフリーズ

ＧＥＮＲＹＯ

ぷる肌

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】豚肉，豚肉加工品

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，みそ，ウースターソー ［審査］
ス，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング， 2005.04.04 願書
ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，は 2005.04.04 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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，コーヒー豆，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 項16号)
2006.01.16 意見書
のもと，酒かす，食用グルテン
2006.01.16 物件提出書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.03.10 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.13 手続補正書(方式)
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.14 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定

29

【29】Ｌ－カルニチン・コエンザイムＱ１０・αリポ酸・アミノ酸・共役リノール酸・ビタミン・カプ
サイシン・スクワレン・クエン酸を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゲル
状・液状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.06 願書
2005.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.09 意見書
2006.09.05 拒絶査定

29

【29】ヒアルロン酸を主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・カプセル状・粉状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.10 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.11 意見書
2006.09.12 拒絶査定

32

【32】酸素入飲料水，その他の清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.10 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.01.27 意見書
2006.04.17 手続補正書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.23 意見書
2006.08.23 手続補足書
2006.09.21 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶査定

通常 2005-028012

通常:
2005-029246
標準

通常 2005-030624

通常 2005-040545

Ｏ２ ＡＱＵＡ ＳＵＰＥＲ ＯＸＹＧ 通常:
2005-040685
ＥＮＡＴＥＤ
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］
2005.03.16 願書
2005.04.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.18 認定･付加情報
2005.04.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.11 意見書
2006.03.03 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.07 手続補正書(方式)
2006.04.28 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,29,30,32

22

サイエンスコスメ

通常:
2005-041760
標準

32
23

24

25

ＳＯＤナチュラルウォーター

中華ダイニング

ハーブインサプリ

指定商品・役務

中間記録

【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプ
キン，生理用パンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包帯
液，防虫紙，胸当てパッド，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく，ビタミン等を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆
粒状・ゼリー状・液状の加工食品，水産物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセ
ル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤
状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，納豆の抽出物を主原料にした
粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，植物油の抽出物
を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，牛
乳抽出精製物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状
の加工食品，食物繊維を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー
状・液状の加工食品，ペプチドを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・
ゼリー状・液状の加工食品，植物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒
状・ゼリー状・液状の加工食品
【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，穀物の抽出物を主原料に
した粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品
【32】鉱泉水、その他の清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.13 願書
2005.05.13 認定･付加情報
2005.07.22 刊行物等提出書
2005.08.18 認定･付加情報
2005.08.23 刊行物等提出による通知書
2005.08.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.08.30 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.09.15 刊行物等提出書
2005.10.20 認定･付加情報
2005.10.26 刊行物等提出による通知書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.29 手続補正書
2005.12.29 意見書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.04 認定･付加情報
2006.09.12 拒絶査定

通常:
2005-042166
標準

29,30

【29】ワンタン入り即席中華スープ，その他の即席中華スープ，ワンタン入りスープのもと， 【中間記録情報】
春雨入り中華スープのもと
［審査］
2005.05.23 願書
【30】スープつき即席ワンタン，春雨のめん
2005.12.19 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))
2006.01.30 手続補正書
2006.01.30 意見書
2006.01.31 手続補足書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶査定
2006.11.22 手続補正書
2006.11.22 手続補足書
2007.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.25 手続補正書
2007.09.25 手続補足書
2007.11.28 登録料納付
［登録］
2007.11.19 登録査定書
2007.11.28 設定納付書
2007.12.25 登録証

29

【29】ハーブ又はハーブエキスの単独又はビタミン，ミネラルなどとの配合物を主成分とした 【中間記録情報】
［審査］
粉状，顆粒状，錠剤状，カプセル状又は液状の加工食品
2005.05.24 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.24 意見書
2006.09.08 拒絶査定

通常:
2005-045019
標準

通常:
2005-045449
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］
2005.04.26 願書
2005.06.07 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

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

2008/6/3
8／68

３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

26

27

28

29

30

31

32

商標（見本）

商標

さらりと

還元薬膳塩

カップｄｅチン

で＼カップｄｅチンする

活〆ギンダラ

活〆マダラ

しおふきあさり

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】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・ 【中間記録情報】
ゼリー状・液状・粒状また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 ［審査］
プセル状・顆粒状・粉末状・チュアブル状・ゼリー状・液状・粒状またはクッキー状の加工食 2005.05.24 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
品
2006.02.13 意見書
2006.02.13 手続補足書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

30

【30】食塩

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.12 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.15 拒絶査定

29,30,43

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.02 願書
2006.06.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.13 拒絶査定

29,30,43

【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】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
【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】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
【43】飲食物の提供

29,31

【29】ギンダラ（生きているものを除く），ギンダラの加工水産物
【31】ギンダラ（生きているものに限る）

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.24 願書
2006.05.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

29,31

【29】マダラ（生きているものを除く），マダラの加工水産物
【31】マダラ（生きているものに限る）

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.24 願書
2006.05.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

30

【30】あさり（生きているものを除く），あさり加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.24 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.02 意見書
2006.09.08 拒絶査定

通常:
2005-045476
標準

通常:
2005-046727
標準

通常:
2005-049219
標準

通常 2005-049220

通常 2005-049908

通常 2005-049909

通常:
2005-049931
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］
2005.06.02 願書
2006.06.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.13 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

33

34

35

36

37

商標（見本）

商標

江戸スイーツ

ソイビーンズティー

チキン ザ チキン

杜仲育どり

セレブなセルマトリックス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.23 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.24 意見書
2006.09.15 拒絶査定

30

【30】おから茶，その他の茶，茶を加味したアイスクリーム，茶を使用してなるガム，茶を使
用してなるチョコレート，茶を使用したキャンディー，その他の茶を使用した菓子及びパン，
茶を加味したドレッシング，茶を加味したマヨネーズソース，その他の茶を加味した調味料，
茶を加味したアイスクリームのもと，茶を加味したシャーベットのもと，穀物を主原料とし茶
を配合した粉状・粒状・錠剤状・液体状・ゼリー状の加工食品，その他の茶を配合した穀物
の加工品，茶を加味したジャム，茶を加味したぎょうざ，茶を加味したサンドイッチ，茶を加
味したしゅうまい，茶を加味したすし，茶を加味したたこ焼き，茶を加味した肉まんじゅう，茶
を加味したハンバーガー，茶を加味したピザ，茶を加味した即席菓子のもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.07 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.24 意見書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

29

【29】鶏肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.08 願書
2005.06.08 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.28 意見書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定
2006.10.11 代理人受任届
2006.10.11 手続補足書
2007.12.10 上申書
2008.01.11 登録料納付
［登録］
2007.12.22 登録査定書
2008.01.11 設定納付書
2008.02.15 却下理由通知書(設定)
2008.02.22 設定納付書
2008.03.28 手続却下の処分(設定)
2008.03.31 登録証
2008.04.03 表示変更登録申請書(住所)
2008.05.09 却下理由通知書(移転)

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
［審査］
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2005.06.09 願書
め物，豆，食用たんぱく
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 拒絶査定

03,29

【03】化粧品，せっけん類
【29】コラーゲン・杜仲茶・紫霊芝・朝鮮人参または田七人参を主成分とする粉末状・錠剤
状・カプセル状・顆粒状・ゲル状・液状の加工食品

通常:
2005-049987
標準

通常:
2005-050576
標準

通常:
2005-051388
標準

通常:
2005-051749
標準

通常:
2005-053218
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］
2005.06.14 願書
2005.06.14 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.07 意見書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

38

39

商標（見本）

商標

窯出しなめらかプリン

富士山

種別 出願番号

区分

大人の辛口

30

【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，香辛料，コーヒー豆，穀物の加工品，イーストパ 【中間記録情報】
［審査］
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
2005.06.17 願書
2005.06.23 認定･付加情報
2006.02.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.03.17 意見書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定
2006.09.22 手続補正書
2006.12.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.14 登録料納付
［登録］
2007.04.12 登録査定書
2007.05.14 設定納付書
2007.06.12 登録証
【29】カレー・シチュー又はスープのもと
【中間記録情報】
［審査］
【30】焼肉のたれ，その他の調味料
2005.06.23 願書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.27 意見書
2006.03.27 手続補足書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.09.04 拒絶査定
2007.08.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【01】植物成長調整剤類，非金属鉱物，肥料
【中間記録情報】
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物
［審査］
2005.06.17 願書
【31】飼料
2005.09.20 出願人名義変更届
2005.09.30 出願人名義変更届
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.11 却下理由通知書(中間書類)
2006.01.12 出願人名義変更届
2006.02.17 手続却下の処分(却下理由)
2006.03.10 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.22 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

通常 2005-054388

通常:
2005-054986
標準

通常 2005-056977

01,19,31

41

黒松内貝化石

通常:
2005-059309
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】プリン

29,30

40

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.16 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.31 意見書
2006.09.12 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

42

43

44

45

商標（見本）

商標

黒松内ドロマイト

黒松内石灰石

黒松内自然水

黒松内活性水

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【01】植物成長調整剤類，非金属鉱物，肥料
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物
【31】飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 願書
2005.09.20 出願人名義変更届
2005.09.30 出願人名義変更届
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.11 却下理由通知書(中間書類)
2006.01.12 出願人名義変更届
2006.02.17 手続却下の処分(却下理由)
2006.03.10 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

01,19,31

【01】植物成長調整剤類，非金属鉱物，肥料
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物
【31】飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 願書
2005.09.20 出願人名義変更届
2005.09.30 出願人名義変更届
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.11 却下理由通知書(中間書類)
2006.01.12 出願人名義変更届
2006.02.17 手続却下の処分(却下理由)
2006.03.10 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 願書
2005.09.20 出願人名義変更届
2005.09.30 出願人名義変更届
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.11 却下理由通知書(中間書類)
2006.01.12 出願人名義変更届
2006.02.17 手続却下の処分(却下理由)
2006.03.10 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 願書
2005.09.20 出願人名義変更届
2005.09.30 出願人名義変更届
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.11 却下理由通知書(中間書類)
2006.01.12 出願人名義変更届
2006.02.17 手続却下の処分(却下理由)
2006.03.10 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

通常:
2005-059310
標準

通常:
2005-059311
標準

通常:
2005-059315
標準

通常:
2005-059316
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

01,19,31
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

46

47

48

49

商標（見本）

商標

黒松内活性飼料

細胞原料食品

さわやか低脂肪乳

那須亀山天然水３４０

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.17 願書
2005.09.20 出願人名義変更届
2005.09.30 出願人名義変更届
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.11 却下理由通知書(中間書類)
2006.01.12 出願人名義変更届
2006.02.17 手続却下の処分(却下理由)
2006.03.10 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

29

【29】モロヘイヤ，黒ゴマ，大豆，ハトムギを主原料とする粉状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.16 願書
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))
2006.09.01 拒絶査定

29

【29】低脂肪の乳製品

32

【32】アルコールを含有しない飲料及びビール，ミネラルウオーター

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.01 願書
2005.08.04 手続補正指令書(出願)
2005.08.26 手続補正書(方式)
2005.08.26 認定･付加情報
2005.08.26 認定･付加情報
2006.02.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.07 手続補正書
2006.03.07 意見書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.03.07 手続補足書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.04.05 認定･付加情報
2006.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.08 拒絶査定
2006.12.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.21 願書
2005.07.22 手続補正指令書(出願)
2005.07.29 手続補正書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.01.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

通常:
2005-059317
標準

通常 2005-059363

通常 2005-060089

通常 2005-061001

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

中間記録

31
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

50

51

52

53

商標（見本）

商標

伊達の牛たん

Ｄａｔｅｎｏ＼ｇｙｕｔａｎ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】牛たんを用いた肉製品，牛たんを用いたスープのもと，牛たんを用いたふりかけ
【30】牛たんを用いたべんとう
【43】牛たん料理を主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2005.08.24 刊行物等提出書
2005.09.22 認定･付加情報
2005.09.30 刊行物等提出による通知書
2005.10.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.10.13 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
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 上申書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.05.10 意見書
2006.05.12 手続補足書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.06.08 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定
2006.10.10 手続補正書
2006.11.20 手続補正書(方式)
2006.12.11 手続補正書
2006.12.11 手続補足書

29,30,43

【29】牛たんを用いた肉製品，牛たんを用いたスープのもと，牛たんを用いたふりかけ
【30】牛たんを用いたべんとう
【43】牛たん料理を主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.15 上申書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.05.12 意見書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定
2006.10.10 手続補正書
2006.11.20 手続補正書(方式)
2006.12.11 手続補正書
2006.12.11 手続補足書
2006.12.19 手続補正書
2007.12.19 登録料納付
［登録］
2007.12.05 登録査定書
2007.12.19 設定納付書
2008.01.22 登録証

16,29,30

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.14 意見書
2006.03.14 手続補足書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

30,32

【30】茶
【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.24 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.21 意見書
2006.09.01 拒絶査定

通常 2005-062541

通常 2005-062542

ボタニカルズレメディー＼Ｂｏｔａ
通常 2005-062609
ｎｉｃａｌｓｒｅｍｅｄｙ

行者ニンニク緑茶

通常:
2005-062772
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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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

54

55

56

57

58

59

商標（見本）

商標

韓流豆富

ブンタン

ＢＰミックス

春柑

秋柑

冬柑

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】豆腐

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.07.12 願書
2005.07.12 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
2006.06.22 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)
2006.09.25 拒絶査定
用グルテン

31

【31】混合飼料，その他の飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2005.07.29 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)
2006.09.15 拒絶査定

33

【33】春の柑橘類を用いた日本酒・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒

33

【33】秋の柑橘類を用いた日本酒・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒

33

【33】冬の柑橘類を用いた日本酒・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 意見書
2006.09.05 拒絶査定
2007.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 意見書
2006.09.05 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 意見書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定

通常:
2005-063247
標準

通常:
2005-063938
標準

通常:
2005-066126
標準

通常:
2005-066269
標準

通常:
2005-066271
標準

通常:
2005-066272
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］
2005.06.28 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.01 意見書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

60

61

62

63

64

65

商標（見本）

商標

京の夕顔

パティシエ仕立て

栄養卵

ＳＳ豆乳ペプチド

ＳＳ豆乳ペプチド

朝霧高原

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】加工野菜及び加工果実，冷凍野菜，冷凍果実
【31】野菜，果実

30

【30】即席菓子のもと

29

【29】卵，加工卵

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.27 意見書
2006.09.08 拒絶査定

30

【30】豆粉

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.12 願書
2005.08.12 手続補正指令書(出願)
2005.08.17 手続補正書(方式)
2005.09.21 認定･付加情報
2005.09.21 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

29

【29】豆乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.12 願書
2005.08.12 手続補正指令書(出願)
2005.08.17 手続補正書(方式)
2005.09.21 認定･付加情報
2005.09.21 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

29,30

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍果実，冷凍野菜，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，干しわかめ，焼きのり，
加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，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］
2005.07.26 願書
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2005.11.11 通知書(却下処分前通知)
2005.12.22 手続補正書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.07 手続補正書
2006.04.07 意見書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶査定

通常:
2005-066481
標準

通常:
2005-066957
標準

通常 2005-067527

通常 2005-068462

通常 2005-068463

通常:
2005-068727
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

29,31
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2005.07.20 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.23 意見書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2005.07.29 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.20 意見書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

66

67

68

69

商標（見本）

商標

雪ぐら漬

堂島ロール

§おでん

ロハス＼ＬＯＨＡＳ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】野菜の漬物，果実の漬物，食肉の漬物，魚介類の漬物

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.12 願書
2006.02.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 拒絶査定

30

【30】菓子，パン

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.20 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.04 意見書
2006.04.04 代理人受任届
2006.04.04 代理人受任届
2006.04.05 認定･付加情報
2006.05.30 意見書
2006.06.01 物件提出書
2006.06.01 手続補足書
2006.06.16 上申書
2006.06.19 物件提出書
2006.06.19 手続補足書
2006.06.28 認定･付加情報
2006.06.28 認定･付加情報
2006.07.19 認定･付加情報
2006.07.19 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶査定

30

【30】おでんラーメン，おでんうどん，おでん，そば等のめん類おでん丼，おでんチャーハン
等のめし類

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 願書
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))
2006.09.08 拒絶査定

31

【31】生花の花輪，ホップ，海藻類，茶の葉，糖料作物，麦芽，飼料，種子類，木，草，芝，ド 【中間記録情報】
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 ［審査］
類（生きているものに限る。），蚕種，種繭，種卵，うるしの実
2005.08.04 願書
2005.08.08 認定･付加情報
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.15 手続補正書
2006.03.15 手続補足書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.03.15 意見書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.04.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.08 拒絶査定

通常 2005-069077

通常:
2005-071826
標準

通常 2005-072339

通常 2005-072492

※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）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,30

70

ブラックルビーソルト

通常:
2005-074077
標準

30

71

小倉大納言

通常:
2005-075425
標準

33

72

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2005.08.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.08 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
2006.09.21 拒絶査定
2006.10.12 手続補足書
2006.10.26 手続補正書
2007.01.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.05 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.03.02 登録料納付
［登録］
2007.02.26 登録査定書
2007.03.02 設定納付書
2007.03.27 登録証
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.08.11 願書
2005.10.10 刊行物等提出書
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
2005.11.08 認定･付加情報
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2005.11.09 刊行物等提出による通知書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2005.11.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
用グルテン
2006.03.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.16 意見書
2006.07.31 代理人受任届
2006.07.31 上申書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.09.20 拒絶査定
2006.11.16 手続補正書
2008.02.14 登録料納付
2008.04.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.01.30 登録査定書
2008.02.14 設定納付書
2008.03.04 登録証
【33】焼酎

じねんじょ＼自然▲薯▼∞むか
通常 2005-075799
ご＼焼酎

※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】家庭用帯電防止剤，せっけん類，バスソルト（医療用のものを除く。），歯磨き，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，薫
料，研磨紙
【05】薬剤，入浴剤，医療用バスソルト，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精
用精液
【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，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，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2005.08.12 認定･付加情報
2005.10.25 出願人名義変更届
2005.11.02 手続補正書
2005.12.01 認定･付加情報
2005.12.01 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)
2006.05.10 意見書
2006.09.28 拒絶査定
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No.

73

74

75

商標（見本）

商標

吟上

熱帯高原

スリムデトックス＼ＳｌｉｍＤｅｔｏｘ

種別 出願番号

【29】乾燥果実，乾燥野菜，砂糖で加工した果実，砂糖で加工した野菜，パック入りの調理 【中間記録情報】
済み野菜，その他の加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，野菜スープ，カレー・ ［審査］
2005.08.16 願書
シチュー又はスープのもと
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 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，肉製 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.08.18 願書
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
2006.06.09 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)
2006.09.08 拒絶査定

29

【29】ぶり（生きているものを除く。），ぶりフィレー，ぶり切身，冷凍ぶり，ぶりを使用してなる 【中間記録情報】
［審査］
加工水産物
2005.08.18 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア，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，焼き肉のた
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，穀物の加工品，菓子及びパン，即席菓子のも
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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.19 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

32

【32】清涼飲料（「コーヒーシロップ」を除く。），果実飲料（「トマトジュース」を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.23 願書
2005.08.24 認定･付加情報
2006.03.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.13 意見書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定
2006.09.08 伺い書
2006.09.15 伺い回答書

通常 2005-077022

通常:
2005-077088
標準

77

カッチェス社の製品は他のお菓 通常:
2005-077691
子よりも低カロリーです。
標準

通常:
2005-078623
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
通常 2005-076487

黒瀬育ち

核酸ドリンク

指定商品・役務
【30】茶

通常:
2005-075876
標準

76

78

区分
30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.25 意見書
2006.09.01 拒絶査定
2006.11.06 手続補正書
2007.08.01 登録料納付
2007.08.10 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
［登録］
2007.07.20 登録査定書
2007.08.01 設定納付書
2007.08.28 登録証
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No.

79

80

81

82

商標（見本）

商標

ＭＡＣＲＯＢＩ ＤＥＬＩ＼マクロビ
デリ

オレンジチェリー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.08.31 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
2005.08.31 認定･付加情報
2006.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.05.12 意見書
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.05.12 手続補足書
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.05.18 認定･付加情報
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.06.14 認定･付加情報
用グルテン
2006.09.08 拒絶査定
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
2006.11.27 手続補正書(方式)
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，
2006.11.27 手続補足書
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， 2007.09.28 登録料納付
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， ［登録］
種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
2007.09.05 登録査定書
2007.09.28 設定納付書
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
2007.10.23 登録証
ジュース

31

【31】果実

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.19 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.25 上申書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.21 意見書
2006.06.16 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.11 再送
2006.07.20 手続補正書(方式)
2006.08.29 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定
2006.12.26 手続補正書(方式)
2007.11.05 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

30

【30】そばのめん，そばつゆ

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.19 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

29

【29】牛肉を主原料とし鰻を加味してなる肉製品，牛肉を主原料とし鰻を加味してなるひつ
まぶしのもと，牛肉を主原料とし鰻を加味してなるひつまぶし風味のお茶漬けのもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 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)
2006.06.01 手続補正書
2006.06.01 意見書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

通常 2005-081418

通常 2005-081644

南部藩 雫石名物＼よしゃれそ
通常 2005-082158
ば

元祖飛騨牛ひつまぶし

通常 2005-082729

※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

29,30,31,32
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No.

83

84

85

86

商標（見本）

商標

皇帝料理

あかしゃ海老

氷温甘熟

リポ酸Ｑ１０・エナジー５

種別 出願番号

区分

大麦のスープ＼低ＧＩ設計

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 拒絶査定

30

【30】海老を使用してなる菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2005.09.13 認定･付加情報
2006.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.15 刊行物等提出書
2006.03.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.03.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.14 刊行物等提出による通知書
2006.04.18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.04.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.01 拒絶査定
2006.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，香辛料，コーヒー豆，穀物の加工
【中間記録情報】
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， ［審査］
2005.09.13 願書
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
用粉類
項16号)
2006.09.26 拒絶査定

29

【29】リポ酸を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食
品，コエンザイムＱ１０を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状
の加工食品，加工野菜又は加工果実を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠
剤状・固形状の加工食品，肉製品・加工水産物を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル
状・液状・錠剤状・固形状の加工食品，乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・顆粒
状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品，ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とす
る粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品，カルシウム・マグネシウ
ムを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品
【29】大麦入りスープ

通常 2005-083599

通常 2005-085534

通常 2005-085797

通常:
2005-085829
標準

通常 2005-088150

※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】野菜の漬物，果実の漬物

29
87

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2005.10.04 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.26 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.09.21 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定
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No.

88

89

90

商標（見本）

商標

ソー酢

味さきいか

ノニ ドリップティー

種別 出願番号

区分

マダガスカル

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.11.11 手続補正指令書(出願)
2005.11.28 手続補正書(方式)
2005.12.26 認定･付加情報
2005.12.26 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定

29

【29】さきいか

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.09.21 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定

30

【30】ノニ茶

通常:
2005-088163
標準

通常 2005-088474

通常:
2005-088538
標準

通常:
2005-089069
標準

29,30,32,33

92

マダガスカルバニラ

通常:
2005-089070
標準

30
93

ベーコンマヨ

通常 2005-089370

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

中間記録

【30】調味酢

29,30,32,33

91

指定商品・役務

30

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.22 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】
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
［審査］
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2005.09.22 願書
め物，豆，食用たんぱく
2005.11.18 刊行物等提出書
【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
2005.12.21 刊行物等提出による通知書
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
2006.05.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.09.01 拒絶査定
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【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
2005.09.22 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2005.11.18 刊行物等提出書
2005.12.21 刊行物等提出による通知書
【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
2006.05.10 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
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 項16号)
2006.09.01 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
2006.12.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
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】菓子及びパン，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 【中間記録情報】
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
［審査］
2005.09.26 願書
2005.09.26 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)
2006.09.15 拒絶査定
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No.

94

95

96

97

商標（見本）

商標

ハーブバーグ

コラーゲンカプセル

トマソー

ＳＵＰＥＲＦＯＯＤ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】香草を使用した肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2005.10.04 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

29

【29】コラーゲンを主成分としてなるカプセル状の化工食品、食用たんぱく

【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1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.06 意見書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.21 認定情報通知書
2006.09.08 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

32

【32】果実飲料及び飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.10.17 手続補正指令書(出願)
2005.10.31 手続補正書(方式)
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 意見書
2006.08.11 手続補足書
2006.09.08 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶査定
2007.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-089627

通常:
2005-089637
標準

通常:
2005-090278
標準

通常:
2005-090472
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.

98

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

01,02,04,05,06,07,0
9,10,11,16,17,19,20,
21,24,27,29,30,35,3
6,37,39,41,42

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.01 手続補正書
2006.05.01 意見書
2006.09.05 拒絶査定
2006.10.05 手続補足書
2007.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

31

【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
【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の具，防錆
グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印
刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろう
そく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，滑車，ばね，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航
路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，
金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装
用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，金属製のネームプ
レート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛
けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペン
サー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭
用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼ
ン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
【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，魚介類と野菜を主材とする総菜，豆腐を主材とする総菜
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
ングパウダー，氷，酒かす
【31】あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，うるしの実，麦芽，ホッ
プ，やしの葉，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，果実，野菜，糖料作物，種
子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，生花の花輪
【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
【31】みかん

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2005.10.05 手続補足書
2005.11.11 認定･付加情報
2005.11.11 認定･付加情報
2005.11.21 刊行物等提出書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.01.06 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1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

Ｇｏｏｄ Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ ｆｏｒ Ｔｏｍ 通常:
2005-091155
ｏｒｒｏｗ
標準

29,30,31,32,33

99

100

101

ＢｉｇＢｅａｎｓ

海水＼みかん

清酎

通常:
2005-091883
標準

通常 2005-092373

通常:
2005-092605
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］
2005.10.03 願書
2005.10.04 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)
2006.06.20 意見書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

102

103

104

105

106

107

108

商標（見本）

商標

［新丹波黒］＼§北 尾

［新丹波黒］＼§北 尾

種別 出願番号

区分

30

【30】豆を主材料とした菓子，その他の菓子，パン，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2005.10.05 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.06.28 意見書
2006.09.01 拒絶査定
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】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，ＧＡＢＡ 【中間記録情報】
［審査］
を主原料とする調理用青汁のもと，ＧＡＢＡを主原料とする調理用青汁
2005.10.06 願書
2005.10.06 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定

30

【30】ゆべし

30

【30】菓子及びパン，コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精 【中間記録情報】
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， ［審査］
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 2005.10.06 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.09.01 拒絶査定

30

【30】おにぎり，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 【中間記録情報】
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， ［審査］
2005.10.06 願書
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
2005.10.11 認定･付加情報
麦，食用粉類，食用グルテン，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップク
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.07.05 意見書
品，アーモンドペースト
2006.07.07 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶査定

29

【29】食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果
【中間記録情報】
実，油揚げ・こんにゃく・豆腐・納豆，カレー・シチュー，上記食用魚介類（生きているものを ［審査］
2005.10.06 願書
除く。）・肉製品・加工水産物・加工野菜及び加工果実・油揚げ・こんにゃく・豆腐・納豆のう
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ちいずれか一つ以上を原料とする惣菜
条1項11号を除く))
2006.09.01 拒絶査定

通常 2005-093047

通常 2005-093048

通常:
2005-093544
立体

フロム関西＼ＦＲＯＭ ＫＡＮＳＡ
通常 2005-093642
Ｉ

§うなむすび

森沢

通常 2005-093647

通常:
2005-093717
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】豆，煮豆，豆の缶詰及び瓶詰め，その他の加工野菜，加工果実，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，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，食用たんぱく

正しい流れをＧＡＢＡでサポート 通常:
2005-093462
毎日はつらつＧＡＢＡ青汁
標準

立体商標

指定商品・役務

29
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【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)
2006.06.28 意見書
2006.09.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2005.12.21 手続補正書(方式)
2006.01.25 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

109

110

111

112

113

114

115

商標（見本）

商標

中川

くるみごぼう

ごぼうたたき

椿の生椿

レモンステーキ

宴会、ちょっとその前に

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

29

【29】加工野菜及び加工果実

29

【29】加工野菜及び加工果実

【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+第4条1
項16号)
2006.09.01 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)
2006.07.10 意見書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.09.06 拒絶査定

29

【29】ステーキ用食肉，ステーキ用肉製品，チキンステーキ，ハンバーグステーキ，ビーフス 【中間記録情報】
［審査］
テーキ，ポークステーキ
2005.10.07 願書
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 拒絶査定

29

【29】うこんの抽出エキス又はうこんを粉末化したものを主原料とする液状・ペースト状・顆
粒状・粉末状・カプセル状・錠剤状又はブロック状の加工食品，加工野菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.05 拒絶査定

29

【29】加工したマスカダインを主原料とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・粉末状・棒状・ブ
ロック状及び液体状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.11.16 手続補正書
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 手続補正書
2006.06.27 意見書
2006.09.01 拒絶査定

通常:
2005-094083
標準

通常:
2005-094098
標準

通常:
2005-094099
標準

通常:
2005-094106
標準

通常:
2005-094133
標準

通常:
2005-094277
標準

マスカダインプラス＼Ｍｕｓｃａｄｉ
通常 2005-094428
ｎｅＰｌｕｓ

※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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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.19 出願人名義変更届
2006.07.10 意見書
2006.08.08 手続補正指令書(中間書類)
2006.08.09 手続補正書(方式)
2006.09.07 認定･付加情報
2006.09.08 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶査定
【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+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

2008/6/3
26／68

３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

116

117

118

119

120

商標（見本）

商標

活性水素くん

富士山朝霧銘水

川湯硫黄山

ｓｏｒａ ｓｗｅｅｔｓ

バンデリージャ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】活性水素を含む飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.10.12 認定･付加情報
2006.05.15 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))
2006.06.20 手続補正書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 意見書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.08.18 手続補足書
2006.09.19 拒絶査定
2006.09.19 認定･付加情報
2006.10.20 手続補足書
2007.12.19 出願却下処分書(登録)

32

【32】ミネラルウォーター

【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)
2006.09.01 拒絶査定

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，温泉卵，蒸し卵，ゆで卵，その他の加工卵，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］
2005.10.12 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)
2006.06.27 意見書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定

30

【30】菓子

【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条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.27 意見書
2006.09.01 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
2005.10.13 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
2005.10.13 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 意見書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.12 手続補足書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

通常:
2005-094548
標準

通常:
2005-095007
標準

通常:
2005-095148
標準

通常:
2005-095237
標準

通常:
2005-095650
標準

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

中間記録

32
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No.

121

122

123

124

商標（見本）

商標

ＢＡＮＤＥＲＩＬＬＡ

赤みる貝＼（あかみるがい）

白とり貝＼（しろとりがい）

天然にがり農法

種別 出願番号

区分

ロハスな生活

29

【29】食用魚介類（生きているものを除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.10.24 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)
2006.09.01 拒絶査定

29

【29】食用魚介類（生きているものを除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.10.26 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)
2006.09.01 拒絶査定

29,30,31

【29】天然にがり農法により栽培された冷凍野菜・冷凍果実・加工野菜及び加工果実・豆，
天然にがり農法により栽培された原料を用いた植物油・油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆
乳・納豆・なめ物・食用たんぱく
【30】天然にがり農法により栽培された茶・コーヒー及びココア・米・脱穀済みのえん麦・脱
穀済みの大麦・食用粉類・コーヒー豆，天然にがり農法により栽培された原料を用いた調
味料・香辛料
【31】天然にがり農法により栽培された生花の花輪・野菜・糖料作物・果実・麦芽・あわ・き
【29】ビタミン・ミネラル・有機栽培された野菜や果実及び穀物などの原材料を主原料とする
顆粒状・粒状・粉状・液状・カプセル状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚
介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及
び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー
又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 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)
2006.09.01 拒絶査定

【32】有機ゲルマニウムを添加した飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.01 願書
2005.10.28 手続補正指令書(出願)
2005.10.31 手続補正書
2005.12.08 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

通常:
2005-095651
標準

通常 2005-095884

通常 2005-095885

通常:
2005-095899
標準

通常:
2005-096073
標準
32

126

Ｏｒｇａｎｉｃ－Ｇｅｒｍａｎｉｕｍ

通常:
2005-096457
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
2005.10.13 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
2005.10.13 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 意見書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.12 手続補足書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

29
125

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定
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No.

127

128

129

130

131

商標（見本）

商標

北アルプスの大雪渓

北アルプスの１００年水

信州秘境の湧水

餃子＼最中

だるま林檎

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］
2005.10.17 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 意見書
2006.09.08 拒絶査定
2006.12.07 手続補正書(方式)
2007.11.27 登録料納付
［登録］
2007.11.19 登録査定書
2007.11.27 設定納付書
2007.12.18 登録証

32

【32】ミネラルウォーター

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 意見書
2006.09.08 拒絶査定
2006.12.07 手続補正書(方式)
2007.12.04 登録料納付
［登録］
2007.11.29 登録査定書
2007.12.04 設定納付書
2007.12.25 登録証

32

【32】ミネラルウォーター

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 意見書
2006.09.08 拒絶査定
2006.12.08 手続補正書(方式)
2007.12.18 登録料納付
［登録］
2007.12.12 登録査定書
2007.12.18 設定納付書
2008.01.15 登録証

30

【30】最中

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2005.12.22 刊行物等提出書
2006.02.03 刊行物等提出による通知書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

31

【31】りんご

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2006.06.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.06 拒絶査定

通常:
2005-096633
標準

通常:
2005-096634
標準

通常:
2005-096635
標準

通常 2005-097097

通常 2005-097151

※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.

132

133

134

135

商標（見本）

商標

甘シャキ

とろとろ煮

飛騨あられ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2006.06.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.06 拒絶査定

29

【29】豚肉の煮物

【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)
2006.09.01 拒絶査定

30

【30】あられ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.19 手続補足書
2005.10.25 認定･付加情報
2005.11.17 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 意見書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.08.07 上申書
2006.08.07 手続補足書
2006.08.07 認定･付加情報
2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶査定

30,32

【30】ゆずの風味の茶
【32】ゆずの風味を加味した粉末清涼飲料

通常 2005-097153

通常 2005-097448

通常:
2005-097663
標準

柚子の香

通常:
2005-097721
標準

ゆずの香

通常:
2005-097722
標準
29,30

137

ご当店の味

通常:
2005-097797
標準

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

中間記録

【31】野菜，果実，種子類

30,32
136

指定商品・役務

31

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.22 拒絶査定
【30】ゆずの風味の茶
【中間記録情報】
【32】ゆずの風味を加味した粉末清涼飲料
［審査］
2005.10.19 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.22 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
2005.10.19 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
2005.12.09 手続補正指令書(出願)
2005.12.21 手続補正書(方式)
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
2006.01.25 認定･付加情報
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.09.22 拒絶査定
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ

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

2008/6/3
30／68

３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,29,30,41,42,44

138

私たちには、守りたい命があり 通常:
2005-097803
ます。
標準

29

139

140

141

142

むきたて栗甘露

通常:
2005-097987
標準

指定商品・役務

29

【29】麦類の若葉を主原料とする顆粒状・粒状・液状・カプセル状加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2005.10.28 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)
2006.05.19 意見書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定

29

【29】食用油脂，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，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，ラクトフェリン・ラクチュロース・
ビフィズス菌・乳酸菌・乳・ペプチド・ビタミン・脂質・糖質・カルシウム・たんぱく質・ミネラル・
アミノ酸・食物繊維・炭水化物・デキストリン・麦芽糖を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠
剤状・カプセル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品，豆乳を主
原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリー
ム状・液状の加工食品，青汁を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペー
スト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品，ケールを主原料とする粉状・粒
状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食
品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.26 手続補正書
2006.07.26 手続補足書
2006.07.26 意見書
2006.08.23 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

29

【29】食用油脂，乳製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定

安心青汁＼あんしん あおじる 通常 2005-098007

アクティブシニア＼ａｃｔｉｖｅ ｓｅｎｉ
通常 2005-098071
ｏｒ

Ｗｉｎｔｅｒ ｐａｃｋａｇｅ

通常:
2005-098072
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

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯， 【中間記録情報】
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， ［審査］
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児 2005.10.19 願書
用粉乳，人工受精用精液，嚥下障害者用食品，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
2005.10.19 認定･付加情報
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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
条1項11号を除く))
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
2006.09.29 拒絶査定
め物，豆，食用たんぱく，乳蛋白加水分解物・大豆蛋白・デキストリンを主成分とするもの
に各種ビタミン及び各種ミネラルを配合した錠剤状・カプセル状・粉末状・顆粒状・ゲル状・
ゼリー状・液状・固形状の加工食品
【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，乳酸カルシウム・クエン酸を主成分とするゲル状の加工食品
【41】栄養摂取・栄養管理・健康に関する知識の教授，その他の知識の教授
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究
【29】加工果実
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2005.11.11 手続補正指令書(出願)
2006.02.17 通知書(却下処分前通知)
2006.02.22 手続補正書(方式)
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 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)
2006.09.01 拒絶査定
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No.

143

144

145

146

147

148

商標（見本）

商標

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，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］
2005.10.19 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.15 拒絶査定

31

【31】生花の花輪，釣り用餌，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜，糖料
作物，果実，麦芽，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］
2005.10.19 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.26 手続補正書
2006.07.26 手続補足書
2006.07.26 意見書
2006.08.23 認定･付加情報
2006.09.01 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］
2005.10.19 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.15 拒絶査定

29,32

【29】クエン酸・アミノ酸又は食物繊維を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ 【中間記録情報】
液状・ゼリー状・ブロック状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きて ［審査］
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， 2005.10.20 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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
条1項11号を除く))
【32】クエン酸類・アミノ酸類又は食物繊維を含有する清涼飲料のもと，クエン酸・アミノ酸類 2006.09.08 拒絶査定
又は食物繊維を含有する清涼飲料，清涼飲料，果実飲料，ビール，ビール製造用ホップエ 2007.11.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
キス，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

30

【30】そばのめん

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.12 意見書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.07.14 伺い書
2006.07.21 伺い回答書
2006.09.01 拒絶査定
2007.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

アクティブシニア＼ａｃｔｉｖｅ ｓｅｎｉ
通常 2005-098074
ｏｒ

アクティブシニア＼ａｃｔｉｖｅ ｓｅｎｉ
通常 2005-098078
ｏｒ

アクティブシニア＼ａｃｔｉｖｅ ｓｅｎｉ
通常 2005-098082
ｏｒ

クエン酸コンク４０

信州安曇野山麓そば

アイベリー＼ｉ－ｂｅｒｒｙ

通常 2005-098206

通常 2005-098503

通常 2005-098885

※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.

149

150

151

152

商標（見本）

商標

フィッシュプラス

アディポネクチン

アディポネクチンアップ

１歳からの食育

種別 出願番号

区分

カプチーノ仕立て

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， 2005.10.24 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 2005.10.24 認定･付加情報
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.09.19 拒絶査定

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， 2005.10.24 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 2005.10.24 認定･付加情報
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.09.19 拒絶査定

29,30,32

【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（「かつお節・寒天・ 【中間記録情報】
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 ［審査］
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， 2005.10.24 願書
2005.10.24 認定･付加情報
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
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.09.22 拒絶査定
んにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく，たんぱくあるいはアミノ酸を主成分とする粉末
状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品，ビタミンを原材料
とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品，中華
丼のもと，麻婆丼のもと，炒めご飯のもと，混ぜごはんのもと，炊き込みご飯のもと，豚汁
【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
状・ゼリー状・固形状の加工食品
【29】カレー・シチュー又はスープのもと
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定

通常:
2005-099108
標準

通常 2005-099134

通常 2005-099135

通常:
2005-099184
標準

通常:
2005-099186
標準
30

154

朝炊き 江戸前

【30】ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，おにぎり

通常:
2005-099235
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

【05】薬剤
【29】加工水産物，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，食用たん
ぱく
【30】茶，菓子及びパン，調味料，穀物の加工品，食用粉類，即席菓子のもと
【32】清涼飲料

29
153

指定商品・役務

05,29,30,32
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.01 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.12 拒絶査定
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No.

155

156

157

158

159

160

商標（見本）

商標

鳴門金時だから

べになんこう＼紅南高

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】いもを使用した冷凍野菜，いもを使用した加工野菜
【30】いもを使用した菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.24 認定･付加情報
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))
2006.07.10 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
2006.09.01 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］
2005.10.11 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定
2007.06.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.03.13 刊行物等提出書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.04.21 刊行物等提出による通知書
2006.04.27 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.05.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.08 拒絶査定
2006.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

03,32

【03】スキンローション，その他の化粧水
【32】清涼飲料，鉱泉水，炭酸水，その他の飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 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］
2005.10.26 願書
2005.10.27 手続補足書
2005.11.29 認定･付加情報
2005.11.29 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)
2006.09.01 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］
2005.10.26 願書
2005.10.27 手続補足書
2005.12.01 認定･付加情報
2005.12.01 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 拒絶査定

通常:
2005-099480
標準

通常 2005-099573

堂島ロール＼ＤＯＵＪＩＭＡＲＯＷ
通常 2005-099741
Ｌ

月山カルデラ深層水

雪舟庭

瑠璃光寺

通常:
2005-099793
標準

通常:
2005-100280
標準

通常:
2005-100281
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

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

2008/6/3
34／68

３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

161

162

163

164

165

166

167

商標（見本）

商標

ＮＡＴＵＲＥ ＯＦ ＷＡＴＥＲ

ミネラル水の＼ルルド

北アルプス＼安曇野名水＼き
たあるぷす＼あずみのめいす
い

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】ミネラルウォーター，その他の飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.11.01 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.04 意見書
2006.09.07 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶査定

32

【32】清涼飲料．果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 拒絶査定

32

【32】ミネラルウォーター，清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.11.11 手続補正指令書(出願)
2005.11.14 手続補正書(方式)
2005.12.20 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)
2006.09.01 拒絶査定

30

【30】海洋深層水を主原料とした調味液

30

【30】カカオを使用してなる菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.11.04 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.22 拒絶査定
【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)
2006.09.01 拒絶査定

30

【30】まんじゅう，その他の菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

32

【32】清涼飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

通常:
2005-100520
標準

通常 2005-100549

通常 2005-100579

能登の海洋深層水 浅漬けの 通常:
2005-100766
素 漬物をしまっし、食べまっし 標準

ＣＡＣＡＯＢＡＲ＼カカオバー

桜チーズ

ワイルドプラムＪ‐１

通常 2005-100913

通常 2005-101034

通常 2005-101046

※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.

168

169

170

171

172

173

商標（見本）

商標

うおづリンゴ

豚とろ

ワッフルカップ＼Ｗａｆｆｌｅ Ｃｕｐ

万能たけのこ

うー、ロン！茶

ぶた＼豚むす

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】りんご

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

29

【29】豚肉，豚肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.15 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.01 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.19 拒絶査定

29,31

【29】冷凍たけのこ，めんま，たけのこの加工品
【31】たけのこ

30

【30】ウーロン茶

30

【30】べんとう，おにぎり

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.10.31 手続補足書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.05.09 出願人名義変更届
2006.05.09 手続補足書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.12 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.22 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.10.31 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.22 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 手続補正書
2006.07.18 意見書
2006.07.19 手続補足書
2006.08.21 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶査定

通常 2005-101126

通常 2005-101130

通常 2005-101400

通常 2005-101718

通常:
2005-101821
標準

通常 2005-101841

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

中間記録

31
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No.

174

175

176

177

商標（見本）

商標

プレミアム メイド＼Ｐｒｅｍｉｕｍ
Ｍａｄｅ

スチームパック

§色・野菜のしっとりクーヘン

豆乳菓

種別 出願番号

区分

179

180

豆乳乳菓

16,29,30

【16】食品包装用プラスチック袋
【中間記録情報】
【29】冷凍果実，肉製品，加工水産物，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆， ［審査］
加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，冷凍野菜，加工野菜及び加工果実
2005.10.31 願書
【30】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 2005.11.01 認定･付加情報
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，米，脱穀済みのえん麦，脱穀 2005.11.30 代理権変更届
2005.12.01 認定･付加情報
済みの大麦，食用粉類
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

30

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
【中間記録情報】
［審査］
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ， 2005.10.31 願書
2005.10.31 認定･付加情報
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ 2005.12.16 刊行物等提出書
2006.01.20 認定･付加情報
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー
2006.01.23 刊行物等提出による通知書
ム用安定剤
2006.01.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.06 拒絶査定
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
【中間記録情報】
［審査］
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ， 2005.10.31 願書
2005.10.31 認定･付加情報
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ 2006.06.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.09.06 拒絶査定
ム用安定剤

通常 2005-101891

通常:
2005-102077
標準

通常 2005-102081

通常:
2005-102112
標準

通常:
2005-102113
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.10.31 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.11 拒絶査定
2006.11.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.10.31 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)
2006.09.12 拒絶査定

29,32

【29】ケールを主原料とするゼリー状の調理用青汁
【32】ケールを主原料とするゼリー状の飲料用青汁

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

29,32

【29】プチヴェールを主原料とするゼリー状の調理用青汁
【32】プチヴェールを主原料とするゼリー状の飲料用青汁

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 拒絶査定

健康パワー ケールまるごと飲
通常 2005-102271
みやすい＼青汁ゼリー

健康パワー プチヴェールまる
通常 2005-102272
ごと飲みやすい＼青汁ゼリー

※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

30
178

指定商品・役務

32
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No.

181

182

183

184

185

186

187

商標（見本）

商標

お茶の郷

チョウスッキリ

黒磯のり

焼磯のり

焼地のり

黒地のり

クリスマスデコレーション

種別 出願番号

区分

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

29

【29】桑の葉から抽出した葉緑素を主成分とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状の加工食品 【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)
2006.07.14 意見書
2006.09.05 拒絶査定

29

【29】黒のりの磯のりの干しのり，黒のりの磯のりの焼きのり

【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)
2006.07.10 手続補正書
2006.07.10 意見書
2006.09.05 拒絶査定

29

【29】焼きのり

【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)
2006.07.10 手続補正書
2006.07.10 意見書
2006.09.05 拒絶査定

29

【29】焼きのり

【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)
2006.07.10 手続補正書
2006.07.10 意見書
2006.09.05 拒絶査定

29

【29】干しのり，焼きのり

【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)
2006.07.10 意見書
2006.09.05 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.02.21 刊行物等提出書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.28 刊行物等提出による通知書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.05 拒絶査定

通常:
2005-102308
標準

通常:
2005-102493
標準

通常 2005-102601

通常 2005-102603

通常 2005-102613

通常 2005-102616

通常 2005-102633

※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］
2005.10.31 願書
2006.06.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.13 拒絶査定
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No.

188

189

190

191

192

商標（見本）

商標

荒磯育ち

ひし はなびら＼菱葩

ほう だつ くず＼宝達葛

むどくとらふぐ

防病

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。），冷凍野菜，肉製品，加工水産物，加工野菜及 【中間記録情報】
び加工果実，お茶漬けのり，ふりかけ
［審査］
2005.11.01 願書
【31】食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類
2005.11.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.24 意見書
2006.07.25 手続補足書
2006.08.24 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定
2006.12.07 手続補正書
2006.12.13 手続補正書
2007.10.26 登録料納付
［登録］
2007.10.09 登録査定書
2007.10.26 設定納付書
2007.12.04 登録証

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定

29,31

【29】食用魚介類（生きているものを除く。）
【31】食用魚介類（生きているものに限る。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.11.11 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)
2006.09.01 拒絶査定

29,30,31

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.10.20 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
2005.11.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（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 2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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， 2006.09.15 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
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，

通常 2005-102680

通常 2005-102716

通常 2005-102717

通常 2005-102747

通常 2005-102771

※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

29,31
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No.

193

194

195

196

197

198

199

商標（見本）

商標

福永餅

梅 清 酒

すごい＼ワイン

種別 出願番号

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.11.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

33

【33】果実酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2005.11.07 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)
2006.09.12 拒絶査定

33

【33】しょうちゅう，その他の日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2005.11.07 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

29

【29】２９，卵，加工卵

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

29,31

【29】加工野菜
【31】野菜（「茶の葉」を除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.11.25 手続補正書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

29,31

【29】加工野菜
【31】野菜（「茶の葉」を除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2005.12.02 手続補正書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.01.17 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

通常 2005-103707

丹の国卵

通常:
2005-103804
標準

通常:
2005-103809
標準

通常:
2005-103810
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］
2005.11.02 願書
2005.11.08 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定
2006.09.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-103256
標準

通常 2005-103735

みずのムカゴ

指定商品・役務
【30】もち菓子

通常 2005-102848

バラのかおり

みずのこぶ

区分
30
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No.

200

201

202

203

204

205

206

商標（見本）

商標

ソースかつのたれ

福井のごちそう

そば切り職人

漆黒－ＳＨＩＫＫＯＫＵ－

くずし

くずし屋

幸福小豆

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】ウスターソース，お好み焼きソースたこ焼きソース，トンカツソース焼きそばソース，ハ 【中間記録情報】
ンバーグソースケチャップソース，マヨネーズソースホワイトソース，デミグラスソース揚げ ［審査］
2005.10.21 願書
物用のたれ，ドレッシングトマトを加味してなる調味料
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

30

【30】ウスターソース，お好み焼きソースたこ焼きソース，トンカツソース焼きそばソース，ハ 【中間記録情報】
ンバーグソースケチャップソース，マヨネーズソースホワイトソース，デミグラスソース揚げ ［審査］
2005.10.21 願書
物用のたれ，ドレッシングトマトを加味してなる調味料
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定

30

【30】そばのめん，即席そばのめん

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.07 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.06 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
2006.01.12 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)
2006.09.12 拒絶査定

29

【29】水産加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

29

【29】水産加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

29

【29】小豆

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.21 手続補正書
2006.08.21 意見書
2006.09.08 拒絶査定
2006.10.11 手続補足書
2006.11.24 手続補正書(方式)
2007.10.04 登録料納付
［登録］
2007.09.26 登録査定書
2007.10.04 設定納付書
2007.11.06 登録証

通常:
2005-103823
標準

通常:
2005-103824
標準

通常:
2005-103978
標準

通常:
2005-104225
標準

通常 2005-104331

通常 2005-104334

通常:
2005-104425
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）２００６．０９.xls
No.

207

208

209

210

211

212

商標（見本）

商標

ふゆみずたんぼ

ゴールドプラム

料亭の味 西京漬

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，みそ，ウースターソー ［審査］
ス，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング， 2005.11.08 願書
ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，は 2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2006.03.03 通知書(却下処分前通知)
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 2006.04.28 手続補正書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバー
2006.07.19 意見書
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，
2006.07.19 手続補足書
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
2006.08.16 認定･付加情報
麦，食用粉類，食用グルテン，
2006.09.01 拒絶査定

31

【31】プラム

30

【30】調味料

30

【30】ゼリー菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.08 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定

30

【30】米

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.19 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.08 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

通常 2005-104494

通常 2005-104540

通常:
2005-104560
標準

ジュレ・アジアティック＼￠Ｇｅｌｅ
通常 2005-104781
ｅ Ａｓｉａｔｉｑｕｅ

竹酢こまち＼ちくさくこまち

剣山のそば

通常 2005-104791

通常:
2005-104794
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］
2005.11.08 願書
2005.12.16 手続補正指令書(出願)
2006.01.31 手続補正書(方式)
2006.02.28 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.08 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.12.28 刊行物等提出書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.10 刊行物等提出による通知書
2006.03.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

213

214

215

商標（見本）

商標

しらすの三杯酢

釜あげしらす三杯酢

生しらすの三杯酢

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

29

【29】しらすの加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.05.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.09 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))
2006.09.08 拒絶査定

29

【29】しらすの加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.05.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.09 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))
2006.09.08 拒絶査定

29

【29】しらすの加工食品、

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.06.09 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))
2006.09.08 拒絶査定

通常:
2005-104878
標準

通常:
2005-104879
標準

通常:
2005-104880
標準

09,16,30,32,35,36,3 【09】写真複写機，自動販売機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信 【中間記録情報】
機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶 ［審査］
8,39,41,43

216

お酒が飲めない人

通常:
2005-104883
標準

30
217

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，レコード，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，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，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータ
プログラム，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる電子出版物，コンピュータ
ネットワークを通じてダウンロード可能な画像及び映像，コンピュータネットワークを通じて
ダウンロードされる音楽，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能
な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，コンピュータネットワークを通じてダウンロー
ド可能な電子計算機用ゲームプログラム，録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気
テープ，録音済みのコンパクトディスク，ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラ
ム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な電子計算機用プログラム，ダウンロード
可能な電子出版物
【16】紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ
収集用袋，型紙，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，
紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙
類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【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。），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，調理済みのうどん・そば・そうめん・中華そば・スパゲ
ティ・マカロニ，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
【30】乾燥納豆

これ＼かしこい大人の＼よるの
通常 2005-104886
おつまみ

※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。
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2005.10.25 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.01.31 認定･付加情報
2006.02.03 認定情報通知書
2006.04.21 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))
2006.09.01 拒絶査定
2007.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.06.09 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))
2006.09.08 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,43

218

べじかつ

通常:
2005-105047
標準

29
219

220

221

222

223

胚芽麹

通常:
2005-105094
標準

ペンドリノ

スペインマンザニロ

【29】コラーゲンを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・タブレット状・ゼリー
【中間記録情報】
状・クッキー状・液体状の加工食品，コラーゲンを主原料としてムコ多糖類の低分子ヒアル ［審査］
ロン酸・大豆イソフラボン・ビタミン・ユビデカレノン・アミノ酸を配合してなる錠剤状・カプセル 2005.10.27 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
状・顆粒状・粉末状・タブレット状・ゼリー状・クッキー状・液体状の加工食品
2006.09.08 拒絶査定
2007.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30,32

【30】茶，調味料，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， 【中間記録情報】
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，あ ［審査］
め，水あめ，ごま塩，食塩，米，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品，菓子及びパン， 2005.10.26 願書
洋菓子，即席菓子の素，アイスクリームの素，シャーベットの素，氷，餃子，サンドイッチ，
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
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 2005.12.06 手続補正書
トパイ，ラビオリ，
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定
【32】アイソトニック飲料，シャーベット水，ジンジャエール，清涼飲料のもと，炭酸水，ラム
ネ，レン水，レモンスカッシュ，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

通常 2005-105403

通常 2005-105471

通常 2005-105472

※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
ＳＵＰＥＲ＼ＣＯＬＬＡＧＥＮ＼スー
通常 2005-105333
パーコラーゲン

スーパーミネラル

指定商品・役務

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，カツレツ・冷凍カツレツ及びその他の肉製品，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・シチュウー又はスー 2005.11.09 願書
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 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
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
（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 条1項11号を除く))
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 2006.09.26 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，カツレツ 2008.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
べんとう及びその他のべんとう，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】醗酵させた穀類胚芽を主原料とする錠剤・カプセル・顆粒・粉末または液状の加工食 【中間記録情報】
［審査］
品
2005.11.09 願書
2005.11.09 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.29 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

224

225

226

227

228

229

商標（見本）

商標

ジャンボカラマタ

シプレシーノ

セビラノ

アザパ

ピクアル

パラゴン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.14 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

通常 2005-105473

通常 2005-105474

通常 2005-105475

通常 2005-105476

通常 2005-105477

通常 2005-105478

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

中間記録

31
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No.

230

231

232

233

234

235

商標（見本）

商標

レッチーノ

バロウニ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.07.25 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

通常 2005-105480

通常 2005-105481

ウエストオーストラリアミッション 通常 2005-105482

フラントイオ

サウスオーストラリアベルダル

バルネア

通常 2005-105483

通常 2005-105484

通常 2005-105485

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

中間記録

31
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No.

236

237

238

239

240

241

商標（見本）

商標

モライオロ

カラマタ

コロネイキ

マウリィーノ

アーベキーナ

コレッジョラ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

通常 2005-105486

通常 2005-105487

通常 2005-105488

通常 2005-105489

通常 2005-105491

通常 2005-105492

※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.

242

243

244

245

商標（見本）

商標

ハーディーズマンモス

ルッカ

色白美肌福袋

豪華デラックス福袋

種別 出願番号

区分

247

248

母乳のちから

がんばる受験生に

近藤牛乳

【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+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.09.19 拒絶査定

03,29

【03】化粧品，せっけん類，化粧用コットン
【29】ヒドロキシチロソールを主成分とするタブレット状又は液体状の加工食品，各種ビタミ
ンを主成分とするタブレット状・カプセル状又は液体状の加工食品，各種ミネラルを主成分
とするタブレット状・カプセル状又は液体状の加工食品，各種の植物エキスを主成分とする
タブレット状・カプセル状又は液体状の加工食品，コラーゲンを主成分とするタブレット状・カ
プセル状又は液体状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.11.10 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

03,29,30,32

【03】化粧品，せっけん類，化粧用コットン
【29】各種ビタミンを主成分とするタブレット状・カプセル状又は液体状の加工食品，各種ミ
ネラルを主成分とするタブレット状・カプセル状又は液体状の加工食品，コエンザイムＱ１０
を主原料とするタブレット状・カプセル状又は液体状の加工食品，加工野菜及び加工果実，
調理用青汁
【30】茶，菓子及びパン，調味料，穀物の加工品，発芽玄米を使用したべんとう，発芽玄
米，発芽玄米粉
【29】乳清タンパクを主成分とする粉末状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状またはカプセル
入りの加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.11.10 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.11.10 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定

29

【29】牛乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2005.11.30 手続補正書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

通常 2005-105493

通常 2005-105494

通常:
2005-105499
標準

通常:
2005-105505
標準

通常:
2005-105572
標準

通常:
2005-105590
標準

通常:
2005-105810
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】果実，野菜，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

29
246

指定商品・役務

31
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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)
2006.09.26 拒絶査定
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No.

249

250

商標（見本）

商標

鴨川の塩

ＭＫＰ＼エム ケー ピー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】食塩

29

【29】ラクトフェリン・ラクチュロース・ビフィズス菌・乳酸菌・乳・ペプチド・ビタミン・脂質・糖
【中間記録情報】
質・カルシウム・たんぱく質・乳たんぱく分解物・ミネラル・アミノ酸・食物繊維・炭水化物・デ ［審査］
2005.11.11 願書
キストリン・麦芽糖を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・ゲ
2005.11.14 認定･付加情報
ル状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.01 意見書
2006.08.01 手続補足書
2006.08.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.29 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定
2006.10.06 手続補正書
2006.10.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.07 手続補正書
2006.12.07 手続補足書
2006.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.15 刊行物等提出書
2007.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.07 登録料納付
2008.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.26 登録査定書
2008.03.07 設定納付書
2008.03.25 登録証

通常 2005-106452

通常 2005-106495

※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］
2005.10.28 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

251

252

253

254

商標（見本）

商標

ＭＫＰ＼エム ケー ピー

味付＼バラのり

自由市場

すっきりビューティ

種別 出願番号

区分

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.01 意見書
2006.08.01 手続補足書
2006.08.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.31 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定
2006.10.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.07 手続補正書
2006.12.07 手続補足書
2006.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.15 刊行物等提出書
2007.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.07 登録料納付
2008.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.26 登録査定書
2008.03.07 設定納付書
2008.03.25 登録証

29

【29】味付のり

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 拒絶査定
2006.11.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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，冷凍野菜，冷 【中間記録情報】
凍果実，加工野菜及び加工果実，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は ［審査］
2005.11.14 願書
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
腐，納豆，食用たんぱく
2006.01.10 手続補正書(方式)
2006.02.06 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定

29,32

【29】各種ビタミンを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，各 【中間記録情報】
種ミネラルを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，各種ハー ［審査］
ブエキスを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品，食物繊維を 2005.11.15 願書
主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状の加工食品
2005.11.15 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，青汁を使用した清
2006.09.15 拒絶査定
涼飲料，青汁を使用して粉末状にした清涼飲料のもと，青汁を加味した果実飲料

通常 2005-106501

通常 2005-106525

通常:
2005-106998
標準

通常:
2005-107107
標準

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

中間記録

32
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No.

255

256

257

258

259

260

商標（見本）

商標

ぐりーんぶらうん

ウルトラチキン

こく醸造

あんジャム

リリアン

越前発

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】コーヒー，代用コーヒー，ミルクコーヒー，ココア，チョコレート飲料，ミルクココア，コー
ヒー豆，茶，ウーロン茶，紅茶，昆布茶，麦茶，緑茶，コーヒーと茶との混合物，コーヒーと
緑茶との混合物，挽いたコーヒー豆と茶葉との混合物，挽いたコーヒー豆と緑茶葉との混
合物

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
2005.11.15 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.06.20 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)
2006.09.19 拒絶査定

30

【30】醸造調味料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 手続補足書
2006.08.11 認定･付加情報
2006.08.11 意見書
2006.08.14 認定･付加情報
2006.09.08 認定･付加情報
2006.09.12 拒絶査定

30

【30】あんこ、和菓子、洋菓子、ジャム

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.12.09 手続補正指令書(出願)
2005.12.21 手続補正書(方式)
2005.12.28 刊行物等提出書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.02.10 刊行物等提出による通知書
2006.02.23 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
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))
2006.09.01 拒絶査定

31

【31】種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.11.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.24 認定･付加情報
2005.12.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.16 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))
2006.09.15 拒絶査定

29,30

【29】茶碗蒸し，胡麻どうふ，玉子どうふ，豆腐
【30】ぎょうざ，ワンタン，しゅうまい，すし

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 意見書
2006.09.22 拒絶査定

通常:
2005-107217
標準

通常:
2005-107274
標準

通常:
2005-107330
標準

通常:
2005-107520
標準

通常:
2005-107537
標準

通常:
2005-107615
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］
2005.11.15 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.06.21 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))
2006.09.20 拒絶査定
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No.

261

262

263

264

265

商標（見本）

商標

八海山伏流水

越後三山伏流水

ケサディージャ

レモンちゃん

在来津軽＼清水森＼ナンバ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】伏流水よりなる鉱泉水

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.06.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 手続補正書
2006.08.01 意見書
2006.09.21 拒絶査定

32

【32】伏流水よりなる鉱泉水

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.06.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 手続補正書
2006.08.01 意見書
2006.09.21 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 2005.11.16 願書
2005.11.16 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
2006.06.20 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)
用グルテン，肉・肉製品・チーズ等の食材をトルティーヤで包んだ料理，トルティーヤ，パン 2006.09.15 拒絶査定
2007.02.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
生地，ピザ生地

30

【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.11.17 上申書
2005.12.09 手続補正指令書(出願)
2005.12.13 上申書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.01.27 認定･付加情報
2006.01.27 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

29,30,31

【29】乾燥野菜
【30】香辛料
【31】野菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.11.17 認定･付加情報
2005.11.22 手続補正書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.06.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 拒絶査定
2007.02.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-107654
標準

通常:
2005-107655
標準

通常:
2005-107679
標準

通常:
2005-107736
標準

通常 2005-107777

※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.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
21,29

266

267

268

269

270

図形商標

シャンティー＼香茶

蔵元酒カップ

桜めし

エコ＼ＥＣＯ栽培

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.11.17 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

30

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.11.17 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.25 意見書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.09.28 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 【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］
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
2005.11.17 願書
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 2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，野菜の味噌漬けを主としたまぜごはんのもと， 項16号)
釜飯のもと，炊き込みごはんのもと，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのもと，
2006.07.25 意見書
お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2006.09.28 拒絶査定

31

【31】あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，うるしの実，コプラ，麦 【中間記録情報】
［審査］
芽，ホップ，未加工のコルク，やしの葉，海藻類，蚕種，種繭，種卵，飼料，釣り用餌，果
実，野菜，糖料作物，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，生花 2005.11.17 願書
2006.06.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
の花輪，飼料用たんぱく，昆虫類（生きているものに限る。）
2006.09.19 拒絶査定
2007.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-107907

通常 2005-107930

通常:
2005-108299
標準

通常:
2005-108319
標準

通常 2005-108430

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

中間記録

【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，マグカップ（貴金属製のものを除く。），その他の食器類（貴金属
製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，
アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製の
ものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴
金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除
く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，す
りこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，
ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のも
のを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴
室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭
用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植
物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小
鳥用水盤，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，トイレットペーパーホルダー，貯金箱（金属製の
ものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディ
スペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。），風鈴，ガラス製又は磁器製の立て
看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，シューツリー，コッ
フェル，ブラシ用豚毛
【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
【30】茶
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.25 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

271

272

273

274

275

276

277

商標（見本）

商標

パットドゥフリュイ

都市内農場野菜

あげゆばまんじゅう

ドッグサプリ

丸腸

とうふよう

備中手延

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
【中間記録情報】
［審査］
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ， 2005.11.17 願書
2005.11.17 認定･付加情報
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ 2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.09.29 拒絶査定
ム用安定剤
2007.10.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

31

【31】野菜（「茶の葉を除く」），野菜の種子類，野菜の苗

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

30

【30】和菓子，菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2006.01.27 刊行物等提出書
2006.03.10 刊行物等提出による通知書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

31

【31】愛玩動物用の栄養補強のための飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

29

【29】食肉，肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 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 【中間記録情報】
［審査］
加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬け，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納 2005.11.05 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
豆，食用たんぱく
条1項11号を除く))
2006.09.22 拒絶査定

30

【30】うどんのめん，そうめんのめん，即席うどんのめん，即席そばのめん，即席中華そば
のめん，そばのめん，中華そばのめん

通常:
2005-108474
標準

通常:
2005-108531
標準

通常 2005-108573

通常:
2005-108575
標準

通常:
2005-108591
標準

通常 2005-108600

通常 2005-108618

※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］
2005.11.04 願書
2005.11.28 認定･付加情報
2006.01.25 刊行物等提出書
2006.03.03 刊行物等提出による通知書
2006.03.10 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.10 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定
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No.

278

279

280

281

282

商標（見本）

商標

おいしい習慣

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】乳製品，食用油脂，豆乳，食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.31 意見書
2006.07.31 手続補足書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定

29

【29】α－リポ酸・Ｌ－カルニチンを主原料とする錠剤状・顆粒状・粒状・カプセル状・粉末
状・液体状の加工食品，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］
2005.11.18 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)
2006.07.27 意見書
2006.07.27 手続補足書
2006.08.24 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶査定
2006.10.24 手続補正書
2006.10.24 手続補足書
2007.10.25 登録料納付
2008.03.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.03 登録査定書
2007.10.25 設定納付書
2007.11.27 登録証

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
2005.11.18 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
2006.06.21 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)
2006.07.31 意見書
2006.07.31 代理人受任届
2006.08.02 認定･付加情報
2006.09.20 拒絶査定
2006.11.16 手続補正書
2008.02.14 登録料納付
［登録］
2008.01.30 登録査定書
2008.02.14 設定納付書
2008.03.04 登録証

30

【30】かゆ，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］
2005.11.18 願書
2006.06.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.31 意見書
2006.07.31 代理人受任届
2006.08.01 認定･付加情報
2006.09.20 拒絶査定

31

【31】飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

通常:
2005-108918
標準

スーパースリム＼Ｓｕｐｅｒ Ｓｌｉｍ 通常 2005-108928

小倉大納言

くわがゆ＼桑粥

バイオカーボン

通常:
2005-108978
標準

通常 2005-108980

通常:
2005-109012
標準

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

中間記録
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No.

283

284

285

286

287

288

289

商標（見本）

商標

ＢＩＯＣＡＲＢＯＮ

金山寺みそパイ

襟裳昆布

これは便利！！

ＩＳＯＲＯＫＵ ＣＵＲＲＹ

豊後別府湾ちりめん

全羅道の美味無添加キムチ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

30

【30】金山寺みそ入りパイ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.01.25 刊行物等提出書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.03.03 刊行物等提出による通知書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定

29

【29】加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.06.09 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))
2006.09.08 拒絶査定

31

30

【31】野菜，果実，糖料作物，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦， 【中間記録情報】
［審査］
籾米，もろこし
2005.11.21 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.29 拒絶査定
【30】カレーを使用したドレッシング，カレーを使用したマヨネーズソース，カレーを使用した 【中間記録情報】
食塩，カレー粉，カレーを使用したアイスクリームのもと，カレーを使用したシャーベットのも ［審査］
と，カレーを使用したぎょうざ，カレーを使用したサンドイッチ，カレーを使用したしゅうまい， 2005.11.22 願書
カレーを使用したすし，カレーを使用したたこ焼き，カレーを使用した肉まんじゅう，カレーを 2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
使用したハンバーガー，カレーを使用したピザ，カレーべんとう，カレーを使用したホットドッ 2006.08.21 意見書
2006.08.21 手続補足書
グ，カレーを使用したミートパイ，カレーを使用したラビオリ，カレーを使用した即席菓子の
2006.09.20 認定･付加情報
もと
2006.09.21 拒絶査定

29

【29】塩干し魚介類

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.03.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.20 刊行物等提出書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.04.21 刊行物等提出による通知書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

29

【29】韓国産の無添加キムチ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定

通常:
2005-109016
標準

通常:
2005-109387
標準

通常:
2005-109542
標準

通常:
2005-109598
標準

通常:
2005-109756
標準

通常:
2005-110096
標準

通常:
2005-110119
標準

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

中間記録
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No.
290

291

292

293

294

295

296

297

商標（見本）

商標

種別 出願番号

全羅道の美味

通常:
2005-110120
標準

もちもち食感

通常:
2005-110138
標準

ハンディパック

区分

指定商品・役務
【29】韓国産の野菜の漬物

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 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，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンド 2005.11.09 願書
イッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッ 2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定
グ，ミートパイ，ラビオリ，即席菓子のもと
2006.09.27 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］
2005.11.24 願書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

29,32

【29】ジャム，野菜・果実を用いた食用ゼリー，サラダ
【32】飲料野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

29

【29】野菜を主原料とするサラダ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.26 拒絶査定

30,32

【30】食酢，ワインビネガー
【中間記録情報】
【32】食酢を材料とする清涼飲料，食酢を加味してなる果実飲料，食酢を加味してなる乳清 ［審査］
2005.11.24 願書
飲料，食酢を加味してなる飲料用野菜ジュース
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

29

【29】ガラナより抽出したエキスを主成分とする液状の加工食品

通常:
2005-110139
標準

善醸酒＼ゼンジョウシュ＼ゼン
通常 2005-110412
ジョーシュ＼ＺＥＮＪＯＳＨＵ

ＨＯＯＺＵＫＩ

フリルアイスサラダ

アイスワインビネガー

通常:
2005-110439
標準

通常:
2005-110449
標準

通常:
2005-110507
標準

ＧＵＡＲＡＮＡ∞集中したい時＼
（ゴルフ、スポーツ、ｅｔｃ）＼ＧＵ 通常 2005-110660
ＡＲＡＮＡ

※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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［審査］
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No.

298

299

300

301

302

303

304

商標（見本）

商標

黒の小女子

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

30

【30】無塩植物性蛋白質加水分解物又は無塩動物性蛋白質加水分解物を主成分とする調 【中間記録情報】
味液，粉末及び顆粒状固形物
［審査］
2005.11.25 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.29 拒絶査定

30

【30】無塩植物性蛋白質加水分解物又は無塩動物性蛋白質加水分解物を主成分とする調 【中間記録情報】
味液，粉末及び顆粒状固形物
［審査］
2005.11.25 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.29 拒絶査定

30

【30】麺類，そうめんのめん

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.26 拒絶査定
2006.12.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】豆乳

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2005.11.25 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 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］
2005.11.25 願書
2005.11.25 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定
2006.11.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-110666
標準

海南島の塩＼かいなんとうのし
通常 2005-110709
お

無塩醤油風調味料ｏｋ

醤油風無塩調味料ｏｋ

阿騎野＼あきの

§自然派品質

§自然派品質

通常:
2005-110774
標準

通常:
2005-110775
標準

通常 2005-110783

通常 2005-110822

通常 2005-110823

※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.

305

306

307

308

309

310

商標（見本）

商標

生命のスープ

焼豚の耳

焼豚ボール

￠Ｐａｎａｃｅｅ

こどもののみもの

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】スープのもと，スープ，植物を主原料とする粉末状・顆粒状・液体状・カプセル状・ゼ
【中間記録情報】
リー状・錠剤状の加工食品，食肉・卵・魚介類を主原料とする粉末状・顆粒状・液体状・カプ ［審査］
2005.11.25 願書
セル状・ゼリー状・錠剤状の加工食品
2005.11.28 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

29

【29】焼豚

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2005.11.25 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

29

【29】焼豚

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2005.11.25 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

29

【29】食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り
【中間記録情報】
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），ヒアルロン ［審査］
酸を主成分とする粉状・粒状・顆粒状・打錠の加工食品，鶏の鶏冠から抽出したヒアルロン 2005.11.14 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
酸を主成分とする粉状・粒状・顆粒状・打錠の加工食品
2006.08.01 意見書
2006.09.29 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

16,29,30,32,34

【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
【中間記録情報】
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， ［審査］
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 2005.11.25 願書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製 2006.09.22 拒絶査定
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食

通常:
2005-110859
標準

通常:
2005-110872
標準

通常:
2005-110873
標準

通常 2005-111097

通常 2005-111138

レディースコンビニエンス＼Ｌａｄ
通常 2005-111184
ｙ’ｓ Ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｃｅ

※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］
2005.11.14 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.01.16 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,29,30,32,34

311

レディースコンビニ

通常:
2005-111185
標準

30
312

313

314

315

こどものおむすび

おむすび揚君

揚むすび君

通常 2005-111222

指定商品・役務

30

【30】おむすび

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.07.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 上申書
2006.09.14 拒絶査定

30

【30】おむすび

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.07.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 上申書
2006.09.14 拒絶査定

29

【29】食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，松前漬，胡瓜・大根・酒 【中間記録情報】
粕を混ぜ合わせてわさび味を付けた漬物（山海漬）に数の子を和えてなる加工食品，加工 ［審査］
野菜及び加工果実
2005.11.28 願書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

通常 2005-111223

通常 2005-111224

フィッシュファクトリー＼Ｆｉｓｈｆａｃ
通常 2005-111428
ｔｏｒｙ

※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】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
【中間記録情報】
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， ［審査］
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 2005.11.25 願書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製 2006.09.22 拒絶査定
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
【30】おむすび
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.07.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 上申書
2006.09.14 拒絶査定
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316

317

318

319

320

商標（見本）

商標

ふんわり＼しっとり

ブラジル珈琲館

新潟県棚田米とちおコシヒカリ

博多詰合わせ

氷見うどん

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】即席菓子のもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2005.11.28 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.01 意見書
2006.08.02 手続補足書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶査定

33

【33】珈琲を使用してなる日本酒，珈琲を使用してなる洋酒，珈琲を使用してなる果実酒，
珈琲を使用してなる中国酒，珈琲を使用してなる薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.07 意見書
2006.08.07 代理人受任届
2006.08.07 手続補足書
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.20 拒絶査定
2006.11.20 手続補正書
2007.11.05 登録料納付
［登録］
2007.10.24 登録査定書
2007.11.05 設定納付書
2007.11.20 登録証

30

【30】新潟県産のコシヒカリ米

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 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)
2006.09.22 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 2005.11.28 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.09.29 拒絶査定
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
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】うどんのめん

通常 2005-111504

通常:
2005-111518
標準

通常:
2005-111585
標準

通常 2005-111618

通常:
2005-111631
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］
2005.11.29 願書
2006.01.25 刊行物等提出書
2006.02.24 刊行物等提出による通知書
2006.02.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.25 拒絶査定
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321

322

323

商標（見本）

商標

お魚そのまま

荒ほぐし

やわらか自慢

種別 出願番号

区分

325

326

327

秘境知床の水

ありがとうございます

コクだれ＼こくだれ

京なんば

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
2005.11.29 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
2005.12.09 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.07.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.28 拒絶査定

29,30

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［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
2005.11.29 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
め物，豆，食用たんぱく
2005.12.09 認定･付加情報
2006.07.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
2006.09.28 拒絶査定
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
【32】飲料水．ミネラルウオーター．ミネラルウオーター製造用調整品．
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 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+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.22 拒絶査定

通常:
2005-111849
標準

通常:
2005-111850
標準

通常:
2005-111851
標準

通常 2005-112047

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 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］
2005.11.29 願書
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.26 拒絶査定

30

【30】野菜等の具及び汁付きのうどんのめん，その他の穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2005.11.30 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 意見書
2006.08.04 手続補足書
2006.08.04 認定･付加情報
2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定
2007.10.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-112048

通常 2005-112073

通常:
2005-112104
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
2005.11.29 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
2005.12.08 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.07.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.28 拒絶査定

32
324

指定商品・役務

29
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328

329

商標（見本）

商標

ダイエットカフェ

クイック＆クール

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

29,43

区分

【29】果実・緑黄色野菜を主原材料とした顆粒状・粒状・カプセル状・液状・ペースト状・錠剤
状・固形状の加工食品，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】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2005.11.30 認定･付加情報
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))
2006.09.29 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア，茶，調味料，香辛料，穀物の加工品，サンドイッチ，ピザ，ミート 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.12.02 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.11 手続補正書
2006.08.14 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定
2006.12.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【33】しょうちゅう
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定

通常:
2005-112247
標準

通常:
2005-113493
標準

33
330

331

332

333

本格芋焼酎＼しば田

糖鎖ゴールド

お魚＼しゅうまい

通常 2005-113558

29

【29】多糖類を原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品、
肉製品・加工水産物・加工野菜・加工果実及び飲料用野菜ジュース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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.12.16 手続補正指令書(出願)
2005.12.26 手続補正書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定
2006.12.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】しゅうまい

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.03 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.02.10 手続補正書(方式)
2006.02.10 手続補正書(方式)
2006.03.27 認定･付加情報
2006.03.27 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

32

【32】ビール

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.01.26 手続補正書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

通常:
2005-113575
標準

通常 2005-113578

気の抜けたビール＼（弱炭酸
ビールを含む）＼又は＼暖かい 通常 2005-113593
ビール

※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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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

334

335

336

337

338

339

商標（見本）

商標

よいこののみもの

おこさまののみもの

料亭まかない明太子

過熱水蒸気焙煎

スチームロースト

そばの実＼おこわ

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］
2005.11.21 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定
2007.11.01 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，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

29

【29】明太子，辛子明太子

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.29 拒絶査定
2007.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】コーヒー及びココア

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.02.08 刊行物等提出書
2006.03.09 刊行物等提出による通知書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.03.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

30

【30】そばの実を材料に使用したおこわ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.01.13 手続補正書(方式)
2006.02.17 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 意見書
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定

通常 2005-113601

通常 2005-113602

通常 2005-113611

通常:
2005-113702
標準

通常:
2005-113703
標準

通常 2005-114062

※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.

340

341

342

343

344

345

商標（見本）

商標

発酵コタラヒム

奥州りんご

奥州米

紀州漬

担々飯

ちゃんぽんバーガー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】サラシアレティキュラータを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状又は液 【中間記録情報】
状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍 ［審査］
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 2005.12.07 願書
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 2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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， 項16号)
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 2006.08.21 意見書
2006.08.21 手続補足書
漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2006.09.19 認定･付加情報
2006.09.25 拒絶査定

31

【31】りんご

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.29 拒絶査定

30

【30】米

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 拒絶査定

29

【29】梅干

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.01.25 手続補正書(方式)
2006.03.17 手続補正指令書(中間書類)
2006.04.19 認定･付加情報
2006.04.19 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 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 2005.12.09 願書
2005.12.09 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
2006.07.13 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)
2006.07.25 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
用グルテン
2006.09.06 意見書
2006.09.07 認定･付加情報
2006.09.21 拒絶査定

30

【30】ハンバーガー

通常:
2005-114648
標準

通常 2005-115524

通常 2005-115525

通常:
2005-115531
標準

通常:
2005-115747
標準

通常 2005-116053

※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］
2005.11.28 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定
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No.

346

347

348

349

350

351

商標（見本）

商標

東京ベーグル

東京スタイルベーグル

パン包み＼Ｓｏｕｐ

総州古白鶏

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子、パン
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2006.03.13 刊行物等提出書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.04.28 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1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

30,43

【30】菓子、パン
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 拒絶査定
2007.11.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】パンで包んでなるスープ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.04 意見書
2006.09.26 拒絶査定
2007.11.29 登録料納付
2008.01.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.11.13 登録査定書
2007.11.29 設定納付書
2007.12.18 登録証

29,43

【29】鶏肉，鶏肉製品
【43】鶏肉料理を主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 意見書
2006.07.10 手続補足書
2006.08.07 認定･付加情報
2006.09.21 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，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 2005.12.16 願書
2005.12.16 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
2006.08.11 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)
用グルテン
2006.09.04 意見書
【32】ミネラルウォーター，シャーベット水，レモン水，その他の清涼飲料，果実飲料，乳清飲 2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶査定
料，飲料用野菜ジュース，ビール

03,05,30,41,44

【03】化粧品，せっけん類，香料類
【中間記録情報】
【05】入浴剤
［審査］
【30】茶
2005.12.19 願書
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，医療情報の提供，健 項16号)
康診断，調剤，栄養の指導，健康の管理，健康の維持・増進を目的とする健康管理に関す 2006.09.08 拒絶査定
るカウンセリング

通常 2005-117127

通常 2005-117129

通常 2005-117426

通常:
2005-117876
標準

ＦＲＯＺＥＮ ＢＡＬＬ＼フローズン
通常 2005-118267
ボール

リハビリアロマ＼Ｒｅｈａｂｉｌｉ Ａｒｏ
通常 2005-118819
ｍａ

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

中間記録

30,43
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３条拒絶（食品）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,32,33

352

アンチエイジング食品

通常:
2005-119876
標準

29
353

354

355

§焼鯖ちくわ

桜色

ＡＤ－ＦＯＯＤ＼アドフード

通常 2005-119897

※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

【29】カレー・シチュー又はスープのもと，スープ，即席スープ，食用油脂，乳製品，食肉，
【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.12.21 願書
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，お茶漬
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2006.08.23 意見書
2006.09.22 拒絶査定

30,35

【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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，求人情報の提供，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購
読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気テープのファイリング，建築物における来訪者
の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，

通常:
2005-120200
標準

通常 2005-120274

指定商品・役務

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.12.21 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
2006.01.10 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく，ビタミン・炭水化物・微量元素・ミネラル・プロテイン等を主原料と
する錠剤状・粒状・粉状・液体状・固形状・ペースト状・カプセル状・ゼリー状の加工食品
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 号)
2006.09.05 手続補正書
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.09.05 意見書
2006.09.05 代理人受任届
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
2006.09.05 手続補足書
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.09.05 手続補足書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
2006.09.05 手続補足書
2006.09.06 手続補足書
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.06 認定･付加情報
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
2006.09.11 拒絶査定
2006.10.06 認定･付加情報
2006.11.08 手続補正書(方式)
2006.11.08 手続補足書
2007.07.20 意見書
2007.07.20 手続補足書
【29】鯖を原料とするちくわ
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.07.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.04 意見書
2006.09.12 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.13 拒絶査定
2007.09.21 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）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,32,41

356

Ｍ５

優先 2005-121914

29,30,31,32,33

357

たかはた果樹園

通常 2005-122051

30,43

358

チョコレートファウンテンカフェ

通常:
2005-123266
標準

30

359

島餃子

通常 2006-000053

※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

【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.12.27 願書
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
2006.02.23 優先権証明書提出書
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
2006.03.24 認定･付加情報
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
2006.04.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.07.03 期間延長請求書
2006.08.03 上申書
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 2006.09.11 上申書
2006.09.19 拒絶査定
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・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ－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，録音済みコ
ンパクトディスク，その他のレコード，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・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ－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
【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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
【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
2005.12.27 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2005.12.28 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
2006.09.19 意見書
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.09.19 認定･付加情報
2006.09.19 手続補足書
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
2006.09.29 拒絶査定
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.10.17 認定･付加情報
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
2006.10.31 手続補足書
2007.07.10 登録料納付
【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， ［登録］
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， 2007.06.25 登録査定書
盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種， 2007.07.10 設定納付書
種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
2007.08.07 登録証
【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
【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 2005.12.19 願書
2006.06.30 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
2006.09.29 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
【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，
【30】ぎょうざ
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.04 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 手続補正書
2006.09.15 意見書
2006.09.29 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

360

ごつうま

通常 2006-001131

30

361

新年茶

通常:
2006-001206
標準

29

362

ちから＼わかめの力

指定商品・役務
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），食肉の天ぷら・フライ・空揚げ，食肉を主
材とする惣菜，その他の肉製品，魚介類の天ぷら・フライ・空揚げ，魚介類を主材とする惣
菜，その他の加工水産物，豆，野菜の天ぷら・フライ・空揚げ，野菜を主材とする惣菜，そ
の他の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，丼
物の具，スープ，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，マーボ豆腐，納豆，食用たんぱく
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，カレーライス，
雑炊，丼物，チャーハン，ピラフ，調理済み焼きそば，その他の調理済み麺類，しゅうまい，
ぎょうざ，春巻き，肉まんじゅう，お好み焼き，ピザ，サンドイッチ，すし，たこ焼き，ハンバー
ガー，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，氷，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
【30】茶

通常 2006-011680

※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］
2006.01.11 願書
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 意見書
2006.09.05 拒絶査定
2006.10.03 手続補正書
2008.03.05 登録料納付
2008.04.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.02.19 登録査定書
2008.03.05 設定納付書
2008.03.31 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.13 意見書
2006.09.29 拒絶査定
2006.12.06 手続補正書
2007.10.03 登録料納付
［登録］
2007.09.21 登録査定書
2007.10.03 設定納付書
2007.10.23 登録証

【29】干しわかめ，わかめより抽出した成分を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセ 【中間記録情報】
［審査］
ル状・ゼリー状・液状の加工食品
2006.02.13 願書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.12 手続補正書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.12 意見書
2006.09.12 手続補足書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.13 拒絶査定
2006.09.20 手続補足書
2007.09.11 登録料納付
2007.10.03 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.10.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.28 登録査定書
2007.09.11 設定納付書
2007.10.02 登録証
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