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今月の３条拒絶査定レポート
※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）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

4

5

商標

図形商標

図形商標

葛ボール

フラボン＼ＦＬＡＶＯＮＥ

飛▲騨▼百草茶

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】まんじゅう

【中間記録情報】
［審査］
1999.12.06 願書
2000.01.07 出願番号通知
2000.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2000.10.24 意見書
2004.03.19 上申書
2006.10.06 拒絶査定
2006.11.08 手続補正書
2006.11.09 手続補足書
2006.12.22 上申書
2006.12.22 手続補足書
2007.10.09 手続補足書

30

【30】まんじゅう

【中間記録情報】
［審査］
1999.12.06 願書
2000.01.07 出願番号通知
2000.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2000.10.24 意見書
2004.03.19 上申書
2006.10.06 拒絶査定
2006.11.08 手続補正書
2006.11.09 手続補足書
2006.12.22 上申書
2006.12.22 手続補足書
2007.10.09 手続補足書

30

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く），
米，脱穀済のえん麦，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，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリーム用安定
剤

【中間記録情報】
［審査］
2004.04.20 願書
2004.04.20 認定･付加情報
2005.05.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.06.10 意見書
2005.06.10 認定･付加情報
2005.06.10 手続補足書
2005.07.11 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2004.05.26 願書
2004.05.26 認定･付加情報
2005.06.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.07.25 意見書
2005.07.25 認定･付加情報
2005.07.26 手続補足書
2005.08.25 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2004.08.05 願書
2005.05.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.27 上申書
2005.10.27 意見書
2006.10.02 拒絶査定

通常 1999-111605

通常 1999-111606

通常:
2004-037358
標準

通常 2004-048396

通常 2004-072599

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

中間記録

30
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No.

商標（見本）

6

7

8

商標

北海道＼シチュー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】シチューのもと，レトルトパウチ入り調理済みシチュー

【中間記録情報】
［審査］
2004.08.11 願書
2005.04.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.05.17 意見書
2006.10.20 拒絶査定
2007.01.18 代理人受任届
2007.01.22 手続補正書(方式)
2007.01.22 刊行物等提出書
2008.02.28 登録料納付
2008.05.22 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
2008.02.28 設定納付書
2008.03.18 登録証

29

【29】コロッケ

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.31 願書
2005.03.04 手続補正指令書(出願)
2005.03.08 手続補正書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.04.15 認定･付加情報
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.16 意見書
2006.02.17 手続補正指令書(中間書類)
2006.02.28 手続補正書
2006.02.28 意見書
2006.04.28 通知書(再提出通知)
2006.04.28 手続補正指令書(中間書類)
2006.08.04 手続却下の処分(補正指令)
2006.09.08 手続却下の処分(補正指令)
2006.10.27 拒絶査定

30

【30】のどあめ

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.16 願書
2005.03.30 代理権変更届
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.30 意見書
2005.11.30 手続補足書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.04.24 手続補正書
2006.04.24 手続補足書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.05.30 刊行物等提出書
2006.06.01 刊行物等提出書
2006.06.26 認定･付加情報
2006.06.28 認定･付加情報
2006.06.30 刊行物等提出による通知書
2006.07.06 手続補正書
2006.07.06 手続補足書
2006.07.07 刊行物等提出による通知書
2006.08.04 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶査定
2006.11.13 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.12.13 手続補正書
2006.12.13 手続補足書

通常 2004-074296

港神戸のハートコロッケ＼ハー
通常 2005-012315
トコロッケ

ＶＣ－３０００のど飴

通常 2005-012459

※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）

9

10

11

12

13

商標

ユニバーサル・グリップ

たこ甘露煮

合格証

金粉氷

カ（マル）

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］
2005.02.24 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.15 意見書
2006.10.06 拒絶査定
2006.11.07 手続補正書
2006.12.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.09 手続補正書(方式)
2007.06.13 登録料納付
［登録］
2007.06.11 登録査定書
2007.06.13 設定納付書
2007.07.10 登録証

29

【29】たこの柔らか煮

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.24 願書
2005.05.26 認定･付加情報
2005.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.30 手続補正書
2006.01.30 手続補足書
2006.01.30 意見書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.02.01 認定･付加情報
2006.03.03 認定･付加情報
2006.10.02 拒絶査定

30,32

【30】菓子及びパン
【32】飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

30

【30】氷

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.24 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.06 拒絶査定

31

【31】みかん，その他の果実

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.07 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.08 意見書
2006.10.06 拒絶査定

通常:
2005-016042
標準

通常:
2005-045473
標準

通常 2005-049404

通常 2005-049907

通常 2005-050832

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

中間記録

32

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

2008/7/15
5／49

３条拒絶（食品）２００６．１０.xls
No.

14

15

16

17

18

19

20

商標（見本）

商標

チキンクレスト

ＣＨＩＣＫＥＮ ＣＲＥＳＴ

お医者様が栄養指導・開発した

那須高原牧場

那須高原工房

絹の、のどごし。

発酵黒蒸し

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】犬猫用ペットフード

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.06.17 認定･付加情報
2005.06.20 認定情報通知書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.23 拒絶査定

31

【31】犬猫用ペットフード

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2005.06.27 認定情報通知書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.23 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア，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 【中間記録情報】
用安定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.06.21 願書
2006.01.17 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
2006.02.27 意見書
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.02.27 手続補足書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.03.29 認定･付加情報
用グルテン
2006.04.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.17 拒絶査定

29

【29】食肉，肉製品，加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.24 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

29

【29】食肉，肉製品，加工水産物

32

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，豆乳飲料，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］
2005.06.24 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.27 拒絶査定
2008.03.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.06 意見書
2006.10.27 拒絶査定

29

【29】加工野菜，加工果物，食品油脂

通常:
2005-053901
標準

通常:
2005-053902
標準

通常:
2005-056033
標準

通常:
2005-057419
標準

通常:
2005-057420
標準

通常:
2005-058197
標準

通常 2005-064000

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

中間記録

31
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.12 願書
2005.07.12 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)
2006.10.03 拒絶査定
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No.

21

22

23

24

商標（見本）

商標

ＰＸ＋

紀南一番∞§紀南＼農協

クランベリーのちから

３つかんだら１日分

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】
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，ピーナッツを主成分とする錠剤状・ ［審査］
2005.07.20 願書
カプセル状・液状・顆粒状・粉末状の加工食品，その他の動植物から動植物から抽出した
エキスを主成分とする錠剤状・カプセル状・液状・顆粒状・粉末状の加工食品，油揚げ，凍 2005.07.20 認定･付加情報
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 2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2006.10.30 拒絶査定
2007.03.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】梅干し，その他の加工野菜及び加工果実，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，豆，食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 願書
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 意見書
2006.10.31 拒絶査定

29,32

【29】クランベリー果実を使用してなる加工野菜及び加工果実，クランベリー果実を使用して
なるカレー・シチュー又はスープのもと，クランベリー果実を主原料とする錠剤状・カプセル
状・顆粒状・粉末状・液状の加工食品
【32】クランベリー果実を使用した清涼飲料，クランベリー果実を使用した果実飲料，クラン
ベリー果実を使用した飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.16 意見書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶査定
2007.01.22 手続補正書
2007.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.09 登録料納付
2007.12.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.07.03 登録査定書
2007.07.09 設定納付書
2007.08.07 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
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，納豆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，大豆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，植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加
工食品，乳製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工
食品，肉製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食
品，加工水産物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工
食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.08.04 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.10 意見書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.10.02 拒絶査定
2006.10.27 手続補足書
2007.10.26 登録料納付
［登録］
2007.09.25 登録査定書
2007.10.26 設定納付書
2007.11.13 登録証

通常:
2005-066613
標準

通常 2005-067205

通常:
2005-069706
標準

通常:
2005-072594
標準

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

中間記録

29
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３条拒絶（食品）２００６．１０.xls
No.

25

26

27

商標（見本）

商標

超ミネラル

茶市場

乳清豚

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】滋養強壮変質剤
【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.01.06 刊行物等提出書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.02.10 刊行物等提出による通知書
2006.02.20 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.12 意見書
2006.05.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.30 手続補正指令書(出願)
2005.09.30 手続補正書(方式)
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.17 意見書
2006.04.17 手続補足書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.10.25 拒絶査定

29,31

【29】たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の
加工食品，ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ミネラルを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
品，鉄・ラクトフェリを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，アミノ酸を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
品，乳酸菌生産物質を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液
状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加
工食品，ファットスプレッド，マーガリン，植物性脂肪からなるクリーム，ショートニング，ラー
ド，ヘット，その他の食用油脂，妊産婦用粉ミルク，成人用機能性ミルク（ラクトフェリン等機
能性たんぱく質・ビタミン・ミネラルを添加した成人用或いは高齢者用液状・粉末状ミルク），
乳飲料，その他の乳製品，コンパウンドクリーム（乳脂肪及び植物脂肪からなるクリーム），
食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，食肉の天ぷら・フラ
イ・から揚げ，コロッケ，ハンバーグ，つくね，トンカツ，ハムカツ，サーモンカツ，ビーフカツ，
チキンカツ，メンチカツ，コンビーフ，レトルトパックされたコンビーフ，肉だんご，チキン南ば
ん，照焼きチキン，豚角煮，ウィンナベーコン巻，焼き鳥，その他の肉製品，魚介類の天ぷ
ら・フライ・から揚げ，その他の加工水産物，野菜の天ぷら・フライ・から揚げ，マッシュポテ
ト，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，フルーツサラダ，野菜サラダ，その他のサラ

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.06.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

通常:
2005-076382
標準

通常 2005-077382

通常:
2005-078152
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

05,32
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３条拒絶（食品）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,31

28

ホエー豚

通常:
2005-078153
標準

30

29

カリーノ＼ＣＡＲＩＮＯ

ＡＧＥＣＡＲＥ＼エイジケア

通常 2005-081577

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.13 拒絶査定

【03】化粧品，せっけん類，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油
からなる食品香料，薫料，香料類，つけづめ，つけまつ毛，かつら装着用接着剤，つけまつ
毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂
剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つやだし剤，研磨紙，
研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離
剤，美容液
【29】植物エキスを主原料とする錠剤状・粉末状・カプセル状・顆粒状・液状の加工食品，食
用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，
肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，
豆，食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2005.12.20 刊行物等提出書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.02.17 刊行物等提出による通知書
2006.02.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 意見書
2006.08.23 手続補足書
2006.09.22 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶査定
2008.05.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-079356

03,29

30

指定商品・役務
【29】たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の
加工食品，ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ミネラルを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
品，鉄・ラクトフェリを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，アミノ酸を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
品，乳酸菌生産物質を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液
状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加
工食品，ファットスプレッド，マーガリン，植物性脂肪からなるクリーム，ショートニング，ラー
ド，ヘット，その他の食用油脂，妊産婦用粉ミルク，成人用機能性ミルク（ラクトフェリン等機
能性たんぱく質・ビタミン・ミネラルを添加した成人用或いは高齢者用液状・粉末状ミルク），
乳飲料，その他の乳製品，コンパウンドクリーム（乳脂肪及び植物脂肪からなるクリーム），
食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，食肉の天ぷら・フラ
イ・から揚げ，コロッケ，ハンバーグ，つくね，トンカツ，ハムカツ，サーモンカツ，ビーフカツ，
チキンカツ，メンチカツ，コンビーフ，レトルトパックされたコンビーフ，肉だんご，チキン南ば
ん，照焼きチキン，豚角煮，ウィンナベーコン巻，焼き鳥，その他の肉製品，魚介類の天ぷ
ら・フライ・から揚げ，その他の加工水産物，野菜の天ぷら・フライ・から揚げ，マッシュポテ
ト，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，フルーツサラダ，野菜サラダ，その他のサラ
【30】菓子及びパン

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2006.02.17 刊行物等提出書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.03.28 刊行物等提出による通知書
2006.04.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定
2007.11.09 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）２００６．１０.xls
No.

31

32

33

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

ＨＡＲＲＡＲ

30

【30】コーヒー豆

30

【30】コーヒー豆

通常:
2005-084162
標準

通常:
2005-084163
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，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，脱脂綿，ばんそうこう， 【中間記録情報】
包帯，包帯液，歯科用材料
［審査］
【29】ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキスを主成分とした粉末状・粒状・顆粒状・錠剤 2005.08.19 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
状・液状・ゲル状・カプセル状・タブレット状の加工食品
第4条1項11号)
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.03.22 意見書
2006.03.28 手続補正書
2006.04.14 手続補正指令書(中間書類)
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定

抗加齢クリニックモール＼Ａｎｔｉ
通常 2005-081628
－Ａｇｉｎｇ Ｃｌｉｎｉｃ Ｍａｌｌ

ＨＡＲＡＲ

指定商品・役務

05,29

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2005.12.07 手続補正書(方式)
2005.12.21 手続補正書(方式)
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.02 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.06 期間延長請求書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.06 拒絶査定
2006.11.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.04.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.12 認定･付加情報
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2005.12.07 手続補正書(方式)
2005.12.21 手続補正書(方式)
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.02 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.06 期間延長請求書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.06 拒絶査定
2006.11.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.04.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/7/15
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３条拒絶（食品）２００６．１０.xls
No.

34

35

36

商標（見本）

商標

ハラール

飛騨牛

粉とクリーム∞Ｋｏｎａｔｏｃｌｅａｍ
∞粉とクリーム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

30

【30】コーヒー，コーヒー豆

28,30

【28】おもちゃ
【30】菓子及びパン

30

【30】菓子及びパン

通常:
2005-084166
標準

通常:
2005-085971
標準

通常:
2005-088957
立体

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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.12 認定･付加情報
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2005.12.07 手続補正書(方式)
2005.12.21 手続補正書(方式)
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.02 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.06 期間延長請求書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.06 拒絶査定
2006.11.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.04.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2006.02.10 通知書(却下処分前通知)
2006.02.16 手続補正書(方式)
2006.05.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.09 認定･付加情報
2006.06.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2005.09.30 手続補正書(方式)
2005.10.03 認定･付加情報
2006.05.30 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))
2006.07.10 手続補正書
2006.07.10 手続補足書
2006.07.10 意見書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.14 認定･付加情報
2006.08.08 認定･付加情報
2006.10.19 拒絶査定
2006.12.28 手続補正書(方式)
2006.12.28 手続補足書

2008/7/15
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３条拒絶（食品）２００６．１０.xls
No.

37

38

39

40

41

42

商標（見本）

商標

風流漬

アイラブ沖縄

ＰＡＴＡＧＯＮＩＡ

Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｗａｔｅｒ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】野菜又は果実の漬物

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.09 手続補正書
2006.05.09 意見書
2006.06.30 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.06 手続補正書
2006.08.11 認定･付加情報
2006.09.01 補正の却下の決定
2006.10.20 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン，茶，コーヒー及びココア

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

33

【33】ぶどう酒，発泡ぶどう酒

32

【32】飲料水

32

【32】飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.03 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.20 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

33

【33】焼酎

通常:
2005-090197
標準

通常:
2005-093296
標準

通常:
2005-093610
標準

通常:
2005-094032
標準

Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｅｍｐｏｗｅｒｅｄ Ｄｒｉｎｋｉ
通常 2005-094034
ｎｇ Ｗａｔｅｒ

祝酎＼しょうちゅう

通常 2005-094816

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

中間記録

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2005.10.28 認定情報通知書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.20 拒絶査定
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43

44

45

46

商標（見本）

商標

とう＼島がらし

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】唐がらし味の調味料，唐がらし味の香辛料

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2006.03.09 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1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 意見書
2006.07.07 手続補足書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定
2006.12.18 手続補正書
2006.12.18 手続補正書
2006.12.19 手続補正書
2006.12.19 手続補足書
2006.12.19 手続補足書
2007.12.11 登録料納付
［登録］
2007.11.28 登録査定書
2007.12.11 設定納付書
2008.01.08 登録証

29

【29】アマゾン原産のナッツから作られた食用油脂，アマゾン原産のナッツを主成分とする
粉末状・錠剤状・カプセル状・顆粒状又はゲル状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2006.05.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.26 手続補正書
2006.06.26 意見書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定

29

【29】グルコサミン・メチルスルフォニルメタン・ウコン・αリポ酸を主材料とする粒状・顆粒状 【中間記録情報】
［審査］
の加工食品
2005.10.17 願書
2005.10.17 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.31 拒絶査定

30

【30】こんにゃくを主原料とする菓子

通常 2005-095057

アマゾングリーンナッツ＼ＡＭＡ
通常 2005-095255
ＺＯＮ ＧＲＥＥＮ ＮＵＴＳ

スリム デトックス＼ＳＬＩＭ ＤＥ
通常 2005-096845
ＴＯＸ

蒟蒻果実

通常:
2005-097068
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］
2005.10.17 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,29

47

§ＭＢ∞１０２

通常 2005-099425

05,29

48

和漢力

通常:
2005-099476
標準

29

49

食育生活

Ｄ－１＼ディーワン

通常 2005-102033

03,30,33

51

江州米

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.27 拒絶査定

通常:
2005-101199
標準

29,30,32

50

指定商品・役務
【05】薬剤
【29】ヨモギを主原料とし微生物が生成するタンパク質を添加した液状・ペースト状・ゼリー
状・ゲル状・粉末状・粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の
加工食品，キノコを主原料とし微生物が生成するタンパク質を添加した液状・ペースト状・
ゼリー状・ゲル状・粉末状・粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット
状の加工食品，野菜を主原料とし微生物が生成するタンパク質を添加した液状・ペースト
状・ゼリー状・ゲル状・粉末状・粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビス
ケット状の加工食品，果物を主原料とし微生物が生成するタンパク質を添加した液状・ペー
スト状・ゼリー状・ゲル状・粉末状・粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビ
スケット状の加工食品，植物を主原料とし微生物が生成するタンパク質を添加した液状・
ペースト状・ゼリー状・ゲル状・粉末状・粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又
はビスケット状の加工食品，米ぬかを主原料とし微生物が生成するタンパク質を添加した
液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状・粉末状・粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハー
ス状又はビスケット状の加工食品，玄米を主原料とし微生物が生成するタンパク質を添加
した液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状・粉末状・粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエ
ハース状又はビスケット状の加工食品，穀物を主原料とし微生物が生成するタンパク質を
添加した液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状・粉末状・粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・
【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】生薬を主成分とする錠剤状・タブレット状・カプセル状・ソフトカプセル状・顆粒状・粒
状・粉末状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状又は飴状の加工食品，生薬・ビタミン類・ミ
ネラル類・乳酸製剤・各種アミノ酸・脂質・抗酸化剤・アロマ・ハーブを主成分とする錠剤状・
タブレット状・カプセル状・ソフトカプセル状・顆粒状・粒状・粉末状・液状・ペースト状・ゼリー
状・ゲル状又は飴状の加工食品，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，
【29】食用油脂，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，水産物の抽
出物を主原料とする粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食
品，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

通常:
2005-104009
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］
2005.10.24 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+第4条1
項16号)
2006.07.12 意見書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定
2007.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
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
2006.08.28 認定･付加情報
2006.10.13 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
2005.10.31 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2006.07.25 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)
2006.10.24 拒絶査定
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
【03】米を主原料とする石けん，米を主原料とする手肌保護用クリーム
【中間記録情報】
【30】米，米の加工品，玄米，玄米加工品，米粉，米粉加工品，米ぬか，米ぬか加工品，米 ［審査］
2005.11.07 願書
を主原材料としてなるもち，米を主原料とするみそ，米を使用してなる菓子及びパン，米を
主原料とする酢，玄米酢，
2005.11.08 手続補足書
2005.12.06 認定･付加情報
【33】米を原料とする酒
2005.12.28 刊行物等提出書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.24 刊行物等提出による通知書
2006.03.15 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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.20 拒絶査定
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52

53

54

商標（見本）

商標

ＳＵＭＭＥＲ ＳＷＥＥＴ

種子島蜜芋＼たねがしまみつ
いも

コバラヘッタ

種別 出願番号

区分

56

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 期間延長請求書
2006.08.23 認定･付加情報
2006.10.10 意見書
2006.10.20 拒絶査定

31

【31】さつまいも，じゃがいも

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.09 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)
2006.10.06 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 2005.11.08 願書
2006.07.07 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
2006.09.05 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
2006.10.20 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【30】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 2005.11.09 願書
2006.07.03 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
2006.10.02 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

通常:
2005-104410
標準

通常 2005-104579

通常:
2005-104782
標準

57

58

ＰＩＣＯＣＲＩＳＴＯＢＡＬ＼ピコクリ
通常 2005-105113
ストバル

小美玉＼おみたま

馬肉めし

さくらめし

29

【29】卵

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.09 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

30

【30】ごはんの上に馬肉をのせたもの

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

30

【30】ごはんの上に馬肉をのせたもの

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

通常 2005-105130

通常:
2005-105131
標準

通常:
2005-105132
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】人の食用に供するとうもろこし

30
55

指定商品・役務

31
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

59

じゃがマーガリン

通常:
2005-105291
標準

29

60

プチッと＼食感

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.09 認定･付加情報
2006.06.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.16 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))
2006.07.19 手続補正書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.08.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.13 拒絶査定

【29】たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の
加工食品，ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ミネラルを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
品，鉄・ラクトフェリンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液
状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加
工食品，アミノ酸を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，乳酸菌生産物質を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の
加工食品，ファットスプレッド，マーガリン，植物性脂肪からなるクリーム，ショートニング，
ラード，ヘッド，その他の食用油脂，妊産婦用粉ミルク，成人用機能性ミルク（ラクトフェリン
等機能性たんぱく質・ビタミン・ミネラルを添加した成人用或いは高齢者用液状・粉末状ミル
ク），乳飲料，その他の乳製品，コンパウンドクリーム（乳脂肪及び植物脂肪からなるクリー
ム），食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，食肉の天ぷ
ら・フライ・から揚げ，コロッケ，ハンバーグ，つくね，トンカツ，ハムカツ，サーモンカツ，ビー
フカツ，チキンカツ，メンチカツ，コンビーフ，レトルトパックされたコンビーフ，肉だんご，チキ
ン南ばん，照焼きチキン，豚角煮，ウィンナベーコン巻，焼き鳥，その他の肉製品，魚介類
の天ぷら・フライ・から揚げ，その他の加工水産物，野菜の天ぷら・フライ・から揚げ，マッ
シュポテト，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，フルーツサラダ，野菜サラダ，その

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.06.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.07.27 手続補正書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.07.27 認定･付加情報
2006.07.27 意見書
2006.07.28 手続補足書
2006.08.24 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶査定

通常 2005-105774

29

61

指定商品・役務
【29】たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の
加工食品，ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ミネラルを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
品，鉄・ラクトフェリンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液
状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加
工食品，アミノ酸を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，乳酸菌生産物質を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の
加工食品，ファットスプレッド，マーガリン，植物性脂肪からなるクリーム，ショートニング，
ラード，ヘット，その他の食用油脂，妊産婦用粉ミルク，成人用機能性ミルク（ラクトフェリン
等機能性たんぱく質・ビタミン・ミネラルを添加した成人用或いは高齢者用液状・粉末状ミル
ク），乳飲料，その他の乳製品，コンパウンドクリーム（乳脂肪及び植物脂肪からなるクリー
ム），食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，食肉の天ぷ
ら・フライ・から揚げ，コロッケ，ハンバーグ，つくね，トンカツ，ハムカツ，サーモンカツ，ビー
フカツ，チキンカツ，メンチカツ，コンビーフ，レトルトパックされたコンビーフ，肉だんご，チキ
ン南ばん，照焼きチキン，豚角煮，ウィンナベーコン巻，焼き鳥，その他の肉製品，魚介類
の天ぷら・フライ・から揚げ，その他の加工水産物，野菜の天ぷら・フライ・から揚げ，マッ
シュポテト，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，フルーツサラダ，野菜サラダ，その
【29】カレー・シチュー又はスープ及びパスタソースのもと

チーズグルメ＼Ｃｈｅｅｓｅ Ｇｏｕｒ
通常 2005-106130
ｍｅｔ

※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。

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.02.02 手続補正書(方式)
2006.03.01 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)
2006.10.13 拒絶査定

2008/7/15
16／49

３条拒絶（食品）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

62

マーガリングルメ＼Ｍａｒｇａｒｉｎｅ
通常 2005-106131
Ｇｏｕｒｍｅｔ

29

63

バターグルメ＼Ｂｕｔｔｅｒ Ｇｏｕｒ
ｍｅｔ

通常 2005-106132

29,30

64

手づくり厨房＼（集中仕込みセ
通常 2005-106172
ンター）

30
65

ワッフルボウル＼Ｗａｆｆｌｅ Ｂｏｗ
通常 2005-107479
ｌ

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

指定商品・役務

中間記録

【29】たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ 【中間記録情報】
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の ［審査］
加工食品，ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・ 2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ミネラルを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ 2006.06.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
品，鉄・ラクトフェリンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液
状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加 条1項11号を除く))
2006.07.27 手続補正書
工食品，アミノ酸を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
2006.07.27 認定･付加情報
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
2006.07.27 認定･付加情報
食品，乳酸菌生産物質を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の 2006.07.27 意見書
2006.07.28 手続補足書
加工食品，ファットスプレッド，マーガリン，植物性脂肪からなるクリーム，ショートニング，
ラード，ヘッド，その他の食用油脂，妊産婦用粉ミルク，成人用機能性ミルク（ラクトフェリン 2006.08.24 認定･付加情報
等機能性たんぱく質・ビタミン・ミネラルを添加した成人用或いは高齢者用液状・粉末状ミル 2006.10.13 拒絶査定
ク），乳飲料，その他の乳製品，コンパウンドクリーム（乳脂肪及び植物脂肪からなるクリー
ム），食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，食肉の天ぷ
ら・フライ・から揚げ，コロッケ，ハンバーグ，つくね，トンカツ，ハムカツ，サーモンカツ，ビー
フカツ，チキンカツ，メンチカツ，コンビーフ，レトルトパックされたコンビーフ，肉だんご，チキ
ン南ばん，照焼きチキン，豚角煮，ウィンナベーコン巻，焼き鳥，その他の肉製品，魚介類
の天ぷら・フライ・から揚げ，その他の加工水産物，野菜の天ぷら・フライ・から揚げ，マッ
シュポテト，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，フルーツサラダ，野菜サラダ，その
【29】たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ 【中間記録情報】
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の ［審査］
加工食品，ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・ 2005.11.11 願書
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
2005.11.11 認定･付加情報
食品，ミネラルを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ 2006.06.19 職権訂正履歴(職権訂正)
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
品，鉄・ラクトフェリンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加 条1項11号を除く))
工食品，アミノ酸を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
2006.07.27 手続補正書
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
2006.07.27 認定･付加情報
食品，乳酸菌生産物質を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
2006.07.27 認定･付加情報
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の 2006.07.27 意見書
加工食品，ファットスプレッド，マーガリン，植物性脂肪からなるクリーム，ショートニング，
2006.07.28 手続補足書
ラード，ヘッド，その他の食用油脂，妊産婦用粉ミルク，成人用機能性ミルク（ラクトフェリン 2006.08.24 認定･付加情報
等機能性たんぱく質・ビタミン・ミネラルを添加した成人用或いは高齢者用液状・粉末状ミル 2006.10.13 拒絶査定
ク），乳飲料，その他の乳製品，コンパウンドクリーム（乳脂肪及び植物脂肪からなるクリー
ム），食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，食肉の天ぷ
ら・フライ・から揚げ，コロッケ，ハンバーグ，つくね，トンカツ，ハムカツ，サーモンカツ，ビー
フカツ，チキンカツ，メンチカツ，コンビーフ，レトルトパックされたコンビーフ，肉だんご，チキ
ン南ばん，照焼きチキン，豚角煮，ウィンナベーコン巻，焼き鳥，その他の肉製品，魚介類
の天ぷら・フライ・から揚げ，その他の加工水産物，野菜の天ぷら・フライ・から揚げ，マッ
シュポテト，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，フルーツサラダ，野菜サラダ，その
【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
2005.11.11 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2006.06.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.02 拒絶査定
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
【30】菓子及びパン
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定

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

2008/7/15
17／49

３条拒絶（食品）２００６．１０.xls
No.

66

67

68

69

70

71

72

商標（見本）

商標

スリーディーカード

緑茶カテキン

アシドミルク

酵母熟成

種別 出願番号

区分

適量適価

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.02.02 手続補正書(方式)
2006.03.01 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

32

【32】抗酸化作用の成分を含有する健康飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2005.12.08 上申書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.01.13 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))
2006.10.06 拒絶査定

29

【29】乳製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

29

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品・加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.03 拒絶査定

29

【29】ファットスプレッド，マーガリン，植物性脂肪からなるクリーム，ショートニング，ラード，
ヘッド，その他の食用油脂，妊産婦用粉ミルク，成人用機能性ミルク（ラクトフェリン等機能
性たんぱく質・ビタミン・ミネラルを添加した成人用或いは高齢者用液状・粉末状ミルク），乳
飲料，その他の乳製品，コンパウンドクリーム（乳脂肪及び植物脂肪からなるクリーム），加
工野菜及び加工果実

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定

30

【30】雑穀入り穀物の加工品，雑穀入りすし，雑穀入りべんとう

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.11.24 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2005.11.29 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.11 拒絶査定

通常:
2005-108318
標準

通常 2005-108629

通常 2005-109790

通常 2005-109951

通常:
2005-110281
標準

通常:
2005-110296
標準

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

中間記録

【30】菓子及びパン

クールデザート＼ＣＯＯＬ ＤＥＳ
通常 2005-109995
ＳＥＲＴ

薬膳五穀ごはん

指定商品・役務

30
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

73

適量適価

通常:
2005-110297
標準
31

74

75

76

77

78

適量適価

適量適価

亀治

純鹿児島県産芋使用

通常:
2005-110298
標準

【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］
2005.11.24 願書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.11 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

33

【33】芋焼酎

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 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)
2006.10.02 拒絶査定

05,29

【05】薬剤，衛生マスク，脱脂綿，乳糖
【29】各種ビタミンを主成分とする錠剤状・カプセル状又は液体状の加工食品，各種ミネラ
ルを主成分とする錠剤状・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
分とする錠剤状・カプセル状又は液体状の加工食品，各種の動物エキスを主成分とする錠
剤状・カプセル状又は液体状の加工食品，野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状又は液
体状の加工食品，果実を主成分とする錠剤状・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錠剤状・カプセル状又は液体状の加工食品，タンパク質を主成分とす
る錠剤状・カプセル状又は顆粒状の加工食品，アミノ酸を主成分とする錠剤状・カプセル状
又は顆粒状の加工食品，食物繊維を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状又は液体状
の加工食品，ＤＨＡ含有精製魚油を主成分とする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，調理用青汁，粉末状の調理用青汁のもと，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
【30】茶

【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)
2006.07.26 手続補正書
2006.07.26 意見書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.07.31 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶査定

通常:
2005-110299
標準

通常:
2005-110358
標準

通常:
2005-110384
標準

クリニックエイド＼ＣＬＩＮＩＣ ＡＩＤ 通常 2005-110475

免疫活性茶

通常:
2005-110632
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

30
79

指定商品・役務

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.11.24 願書
2005.11.29 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
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.10.11 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
【中間記録情報】
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米， ［審査］
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草， 2005.11.24 願書
盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種， 2005.11.29 認定･付加情報
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
2006.10.11 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定
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No.

80

81

82

83

84

85

86

商標（見本）

商標

やま が なべ＼山家鍋

たれ中華そば

Ｖｉｎｏｃｏｔｔｏ

吉野本葛万頭

オニオンカレー

アガリク酢

マイルドビター

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
2005.11.25 願書
スクリームのもと，シャーベットのもと，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉
2005.11.25 手続補足書
類，食用グルテン
2005.12.27 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

30

【30】中華そばのめん，スープ付きの中華そばのめん，即席中華そばのめん，具および
スープ付きの即席中華そばのめん，調理済み冷凍中華そば，調理済み冷凍焼きそば

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 2005.11.29 願書
2005.11.29 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
2006.07.04 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)
2006.10.10 拒絶査定
用グルテン

30

【30】葛を使用したあんを包み込んだ饅頭

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.01.25 刊行物等提出書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.03.03 刊行物等提出による通知書
2006.03.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

29

【29】カレー，レトルトカレー，即席カレー，その他のカレーのもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

32

【32】酢、アガリクスを主材とする清涼飲料水、果実飲料、乳清飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.20 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，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， 2005.11.30 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 2006.01.05 手続補正指令書(出願)
2006.02.06 手続補正書(方式)
ちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味
料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモ 2006.03.03 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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， 項16号)
2006.10.04 拒絶査定
ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大
麦，食用粉類，食用グルテン

通常 2005-110959

通常:
2005-111289
標準

通常:
2005-111760
標準

通常:
2005-111793
標準

通常 2005-111873

通常 2005-112035

通常 2005-112221

※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］
2005.11.28 願書
2006.07.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.25 拒絶査定
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No.

87

88

89

90

91

92

93

商標（見本）

商標

どんぐり豚

エース宝島

ピザコーン

健康ビール

ゴールドオリーブ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】飼料，獣類（牛・鶏を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2005.12.02 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)
2006.10.27 拒絶査定

29,30,35

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.10.19 拒絶査定

30

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく
【30】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，シヤーベットのもと，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
【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，財務書類の作成又は監査若しく
は証明，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，電子計算機・タイプライター・テ
【30】菓子，パン

32

【32】地ビールの商品名

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
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))
2006.10.06 拒絶査定

29

【29】食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
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))
2006.10.06 拒絶査定

29

【29】食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
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))
2006.10.06 拒絶査定

32

【32】茶を加味してなる清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.12.08 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

通常:
2005-112317
標準

通常:
2005-112342
標準

通常:
2005-112436
標準

通常:
2005-112525
標準

通常 2005-112529

サラ＼サラ∞ゴールドオリーブ 通常 2005-112530

京産茶＼きょううぶちゃ

通常 2005-112557

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

中間記録

31
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2006.07.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.02 拒絶査定
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No.

94

95

96

97

98

商標（見本）

商標

上富良野工房

富良野工房

冷えに一番

毎日食べたい

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
く。），米，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，アーモンドペースト，イーストパ
ウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化
剤，酒かす，ホイップクリーム用安定剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 代理人選任届
2006.08.29 上申書
2006.09.01 認定･付加情報
2006.09.21 意見書
2006.09.21 手続補足書
2006.10.23 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶査定
2007.01.12 手続補正書(方式)
2007.01.12 手続補足書
2007.08.27 上申書
2007.08.27 手続補足書
2007.10.12 上申書
2007.10.15 手続補足書
2007.11.22 登録料納付
［登録］
2007.11.21 登録査定書
2007.11.22 設定納付書
2007.12.18 登録証

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
く。），米，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，アーモンドペースト，イーストパ
ウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化
剤，酒かす，ホイップクリーム用安定剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.02.08 刊行物等提出書
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定
2008.03.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】青みかん果実抽出物・ヒハツエキス末・ショウガ末・Ｌ－カルニチンフマル酸塩・とうが 【中間記録情報】
［審査］
らし末・ニンニクエキス末・カシスエキス末等を原材料とするタブレット状の加工食品
2005.12.01 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

29

【29】レトルトパウチされたカレー・シチュー・スープ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2006.01.11 手続補正指令書(出願)
2006.01.13 手続補正書(方式)
2006.02.10 認定･付加情報
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.19 拒絶査定

31

【31】にんにく

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2006.06.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

通常:
2005-112682
標準

通常:
2005-112683
標準

通常:
2005-112946
標準

通常:
2005-113018
標準

ガーリック＼スーパースプラウト 通常 2005-113094

※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.

99

100

101

102

103

104

105

商標（見本）

商標

お茶屋さんの＼さんぴん茶

お茶屋さんの＼緑茶

鳴門純正生

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.06.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.06.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.06 拒絶査定

31

【31】わかめ，さつまいも

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2006.06.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

30

【30】チョコレート

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定

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］
2005.12.02 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定

30

【30】チョコレート，チョコレートを使用してなる菓子及びパン

【中間記録情報】
［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1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

30

【30】チョコレート，チョコレートを使用してなる菓子及びパン

【中間記録情報】
［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1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

通常 2005-113102

通常 2005-113103

通常:
2005-113109
標準

ＲＯＳＥ ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ＼ロー
通常 2005-113376
ズチョコレート

ワンウィークカカオバー

元気の一粒、チョコ習慣。

どこでも元気、チョコ習慣。

通常:
2005-113483
標準

通常:
2005-113485
標準

通常:
2005-113486
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.

106

107

108

109

110

111

112

商標（見本）

商標

どこでも元気、携帯チョコ。

＋Ｈ２ＷＡＴＥＲ＼ＳＵＩＳＯＳＵＩ

＋Ｈ２ＷＡＴＥＲ＼エイチツー
ウォーター

ぬながわ杉

馬心筋スーパードリンク

おさかな健康食

ミートマイルド

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】チョコレート，チョコレートを使用してなる菓子及びパン

【中間記録情報】
［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1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.12.12 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)
2006.10.20 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.12.12 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)
2006.10.20 拒絶査定

31

【31】木，樹木，製材前の木材

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

29

【29】馬心臓筋エキス・オクタコサノール・エキナケアを主原料とする液状・カプセル状加工
食品，食肉，乳製品，食用油脂，肉製品，豆腐，食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.07.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.03 拒絶査定

29

【29】魚類を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又はカプセル状の加工食 【中間記録情報】
品，魚類を主原料とした加工水産物
［審査］
2005.12.05 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.21 手続補正書
2006.08.21 手続補足書
2006.08.21 意見書
2006.09.20 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定

01,30

【01】化学品，工業用粉類
【30】家庭用食肉軟化剤，食品香料（精油のものを除く），調味料，香辛料，食用粉類

通常:
2005-113487
標準

通常 2005-113553

通常 2005-113554

通常:
2005-113609
標準

通常 2005-113769

通常:
2005-113953
標準

通常:
2005-114052
標準

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

中間記録

30

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定
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No.

113

114

115

116

117

118

商標（見本）

商標

信州峠

玄米菜食

Ｆｏｒ ｍｙ Ｈｅａｌｔｈ

Ｆｏｒ ｙｏｕｒ Ｈｅａｌｔｈ

寿

トロバーグ

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， 2005.11.21 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.07.25 意見書
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー
2006.07.25 代理人受任届
ム用安定剤
2006.07.27 手続補足書
2006.08.25 認定･付加情報
2006.08.25 認定･付加情報
2006.08.25 認定･付加情報
2006.10.13 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 2005.12.06 願書
2005.12.06 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
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，茶わん蒸し，オムレツ，スコッチエッグ，粥，ぞうすい， 2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
2006.10.10 拒絶査定
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】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 2005.12.06 願書
2005.12.06 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
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，茶わん蒸し，オムレツ，スコッチエッグ，粥，ぞうすい， 2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
2006.10.10 拒絶査定
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】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 2005.12.06 願書
2005.12.06 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
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，茶わん蒸し，オムレツ，スコッチエッグ，粥，ぞうすい， 2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
2006.10.10 拒絶査定
済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン

30,32

【30】茶，コーヒー
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

29

【29】肉製品，ハンバーグ

通常 2005-114082

通常:
2005-114172
標準

通常:
2005-114174
標準

通常:
2005-114175
標準

通常:
2005-114209
標準

通常:
2005-114250
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］
2005.12.06 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.13 拒絶査定
2006.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 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)
2006.10.06 拒絶査定
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No.

119

120

商標（見本）

商標

谷中１０円ひとくちまんじゅう

ブロードディポッロ＼ＢＲＯＤＯ
ＤＩ ＰＯＬＬＯ

種別 出願番号

区分

腸内環境をおいしくケア

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
2005.12.06 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.06.12 刊行物等提出書
め物，豆，食用たんぱく
2006.07.11 認定･付加情報
2006.07.18 刊行物等提出による通知書
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.13 意見書
2006.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.13 手続補足書
2006.10.12 認定･付加情報
2006.10.17 拒絶査定
2006.12.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.12.06 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく，ラクトフェリン・ラクチュロース・ビフィズス菌・乳酸菌・乳・ペプチド・ 2005.12.06 認定･付加情報
ビタミン・脂質・糖質・カルシウム・たんぱく質・ミネラル・アミノ酸・食物繊維・炭水化物・デキ 2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ストリン・麦芽糖を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・ゲル 2006.10.20 拒絶査定
状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品
【30】菓子及びパン
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.05 意見書
2006.10.06 拒絶査定
2007.10.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
【中間記録情報】
［審査］
ジュース
2005.12.06 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 意見書
2006.09.05 手続補足書
2006.10.04 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

通常 2005-114264

通常 2005-114430

通常:
2005-114483
標準
30

122

ザクザク

通常:
2005-114489
標準

32

123

キレイを毎日、おいしくチャージ 通常 2005-114497

32

124

ｆｏｒ Ｄｉｅｔ

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

通常:
2005-114498
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】まんじゅう菓子

29
121

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.21 意見書
2006.09.21 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 意見書
2006.09.05 手続補足書
2006.10.04 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定
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No.

125

126

127

128

129

商標（見本）

商標

ｆｏｒ Ｂｅａｕｔｙ

特許農法宝石

ＧＡＢＡ緑茶

ＧＡＢＡ緑茶

Ｔａｌｋｉｎｇ Ｆｌｏｗｅｒ プリ花

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］
2005.12.06 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 意見書
2006.09.05 手続補足書
2006.10.04 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

30,31

【30】米
【31】野菜，果実

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

30

【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，即席菓子のもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 出願人名義変更届
2006.06.28 出願人名義変更届(一般承継)
2006.07.04 通知書(再提出通知)
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 拒絶査定
2006.10.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.19 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］
2005.11.22 願書
2006.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 出願人名義変更届
2006.06.28 出願人名義変更届(一般承継)
2006.07.04 通知書(再提出通知)
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.10 拒絶査定

09,31

【09】電話機械器具，有線通信機械器具，搬送機械器具，放送用機械器具，無線通信機械
器具，無線応用機械器具，遠隔測定制御機械器具，音声周波機械器具，映像周波機械器
具、電気通信機械器具の部品及び附属品，電子応用機械器具，電子管，半導体素子，電
子回路，電子計算機用プログラム
【31】生花の花輪，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜，糖料作
物，果実，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，プリザーブドフラワー，
牧草，盆栽，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］
2005.11.22 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.27 拒絶査定

通常:
2005-114499
標準

通常 2005-114564

通常:
2005-114570
標準

通常:
2005-114571
標準

通常 2005-114572

※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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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,29,30,32

130

ＳＰＲＡＹ ＳＵＰＰＬＥＭＥＮＴ＼
スプレーサプリメント

通常 2005-114713

29
131

スーパーコタラヒム

通常:
2005-115036
標準
29

132

マハロダイエット

通常:
2005-115037
標準
29

133

134

135

コタラゴールド

コ タ ラ エ ー ス

おいしおすえ

通常:
2005-115038
標準

指定商品・役務

中間記録

【05】薬剤，スプレー式口中清涼剤
【29】コエンザイムＱ１０を主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，ＤＨＡ
（ドコサヘキサエン酸）を主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，ＤＰＡ
（ドコサペンタエン酸）を主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，ＥＰＡ
（エイコサペンタエン酸）を主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，Ｌ－
カルニチンを主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，ＭＳＭ（メチルサ
ルフォニルメタン）を主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，αリポ酸を
主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，β－カロチンを主成分とする液
体状の加工食品又はスプレー式加工食品，β－グルカンを主成分とする液体状の加工食
品又はスプレー式加工食品，亜鉛を主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工
食品，青汁を主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，アガリクスを主成
分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，アセロラを主成分とする液体状の
加工食品又はスプレー式加工食品，アミノ酸を主成分とする液体状の加工食品又はスプ
レー式加工食品，イチョウ葉エキスを主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工
食品，ウコンを主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，海藻エキスを主
成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，カテキンを主成分とする液体状
の加工食品又はスプレー式加工食品，カバノアナタケを主成分とする液体状の加工食品
又はスプレー式加工食品，カルシウムを主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式
加工食品，ガルシニアを主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，キチ
ン・キトサンを主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，キャッツクロウを
主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，グルコサミンを主成分とする液
体状の加工食品又はスプレー式加工食品，黒酢を主成分とする液体状の加工食品又はス
プレー式加工食品，クロムを主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，食
物繊維を主成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，大豆イソフラボンを主
成分とする液体状の加工食品又はスプレー式加工食品，鉄分を主成分とする液体状の加
【29】食肉，食用魚介類，肉製品，加工水産物（生きているものを除く），豆，加工野菜及び
加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，硬化油，カレー・シ
チュー又はスープのもと，即席シチュー，即席スープ，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，サラシアレティキュラータを
主成分とする粉末状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・粒状・ゼリー状・液状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.27 拒絶査定

【29】食肉，食用魚介類，肉製品，加工水産物（生きているものを除く），豆，加工野菜及び 【中間記録情報】
［審査］
加工果実，冷凍野菜，冷凍果実，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
2005.11.25 願書
スープのもと，即席シチュー，即席スープ，なめ物，ふりかけ，食用たんぱく，豆腐，サラシ
アレティキュラータを主成分とする粉末状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・粒状・ゼリー状・液 2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
状の加工食品
2006.10.13 拒絶査定
2008.03.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【29】食肉，食用魚介類，肉製品，加工水産物（生きているものを除く），豆，加工野菜及び 【中間記録情報】
加工果実，冷凍野菜，冷凍果実，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
［審査］
スープのもと，即席シチュー，即席スープ，なめ物，ふりかけ，食用たんぱく，豆腐，サラシ
2005.11.25 願書
アレティキュラータを主成分とする粉末状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・粒状・ゼリー状・液 2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
状の加工食品
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

29

【29】食肉，食用魚介類，肉製品，加工水産物（生きているものを除く），豆，加工野菜及び 【中間記録情報】
加工果実，冷凍野菜，冷凍果実，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
［審査］
スープのもと，即席シチュー，即席スープ，なめ物，ふりかけ，食用たんぱく，豆腐，サラシ
2005.11.25 願書
アレティキュラータを主成分とする粉末状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・粒状・ゼリー状・液 2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
状の加工食品
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

29

【29】野菜又は果実の漬物

通常:
2005-115039
標準

通常:
2005-115074
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］
2005.11.25 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定
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136

137

商標（見本）

商標

サラダワンタン

ツルンとさっぱり

種別 出願番号

区分

必須酵素

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 2005.12.08 願書
2005.12.08 認定･付加情報
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.10.31 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【29】酵素を主原料とする液状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・固形状・ウエ
【中間記録情報】
ハース状の加工食品，食用たんぱく，酵素を加味してなる食用油脂，酵素を加味してなる ［審査］
2005.12.08 願書
乳製品，酵素を加味してなる食肉，酵素を加味してなる卵，酵素を加味してなる食用魚介
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
類（生きているものを除く。），酵素を加味してなる冷凍野菜，酵素を加味してなる冷凍果
2006.10.27 拒絶査定
実，酵素を加味してなる肉製品，酵素を加味してなる加工水産物，酵素を加味してなる加
工野菜，酵素を加味してなる加工果実，酵素を加味してなる油揚げ，酵素を加味してなる
凍り豆腐，酵素を加味してなるこんにゃく，酵素を加味してなる豆乳，酵素を加味してなる豆
腐，酵素を加味してなる納豆，酵素を加味してなる加工卵，酵素を加味してなるカレー・シ
チュー又はスープのもと，酵素を加味してなるお茶漬けのり，酵素を加味してなるふりか
け，酵素を加味してなるなめ物，酵素を加味してなる豆
【30】酵素を加味してなるアイスクリーム用凝固剤，酵素を加味してなる家庭用食肉軟化
剤，酵素を加味してなるホイップクリーム用安定剤，酵素を加味してなる食品香料（精油の
ものを除く。），酵素を加味してなる茶，酵素を加味してなるコーヒー，酵素を加味してなるコ
コア，酵素を加味してなる氷，酵素を加味してなる菓子，酵素を加味してなるパン，酵素を
加味してなる調味料，酵素を加味してなる香辛料，酵素を加味してなるアイスクリームのも
と，酵素を加味してなるシャーベットのもと，酵素を加味してなるコーヒー豆，酵素を加味し
てなる穀物の加工品，酵素を加味してなるアーモンドペースト，酵素を加味してなるぎょう
ざ，酵素を加味してなるサンドイッチ，酵素を加味してなるしゅうまい，酵素を加味してなる
すし，酵素を加味してなるたこ焼き，酵素を加味してなる肉まんじゅう，酵素を加味してなる
ハンバーガー，酵素を加味してなるピザ，酵素を加味してなるべんとう，酵素を加味してな
るホットドッグ，酵素を加味してなるミートパイ，酵素を加味してなるラビオリ，酵素を加味し
てなるイーストパウダー，酵素を加味してなるこうじ，酵素を加味してなる酵母，酵素を加味
してなるベーキングパウダー，酵素を加味してなる即席菓子のもと，酵素を加味してなる酒
【29】酵素を主原料とする液状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・固形状・ウエ
【中間記録情報】
ハース状の加工食品，食用たんぱく，酵素を加味してなる食用油脂，酵素を加味してなる ［審査］
2005.12.08 願書
乳製品，酵素を加味してなる食肉，酵素を加味してなる卵，酵素を加味してなる食用魚介
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
類（生きているものを除く。），酵素を加味してなる冷凍野菜，酵素を加味してなる冷凍果
2006.10.27 拒絶査定
実，酵素を加味してなる肉製品，酵素を加味してなる加工水産物，酵素を加味してなる加
工野菜，酵素を加味してなる加工果実，酵素を加味してなる油揚げ，酵素を加味してなる
凍り豆腐，酵素を加味してなるこんにゃく，酵素を加味してなる豆乳，酵素を加味してなる豆
腐，酵素を加味してなる納豆，酵素を加味してなる加工卵，酵素を加味してなるカレー・シ
チュー又はスープのもと，酵素を加味してなるお茶漬けのり，酵素を加味してなるふりか
け，酵素を加味してなるなめ物，酵素を加味してなる豆
【30】酵素を加味してなるアイスクリーム用凝固剤，酵素を加味してなる家庭用食肉軟化
剤，酵素を加味してなるホイップクリーム用安定剤，酵素を加味してなる食品香料（精油の
ものを除く。），酵素を加味してなる茶，酵素を加味してなるコーヒー，酵素を加味してなるコ
コア，酵素を加味してなる氷，酵素を加味してなる菓子，酵素を加味してなるパン，酵素を
加味してなる調味料，酵素を加味してなる香辛料，酵素を加味してなるアイスクリームのも
と，酵素を加味してなるシャーベットのもと，酵素を加味してなるコーヒー豆，酵素を加味し
てなる穀物の加工品，酵素を加味してなるアーモンドペースト，酵素を加味してなるぎょう
ざ，酵素を加味してなるサンドイッチ，酵素を加味してなるしゅうまい，酵素を加味してなる
すし，酵素を加味してなるたこ焼き，酵素を加味してなる肉まんじゅう，酵素を加味してなる
ハンバーガー，酵素を加味してなるピザ，酵素を加味してなるべんとう，酵素を加味してな
るホットドッグ，酵素を加味してなるミートパイ，酵素を加味してなるラビオリ，酵素を加味し
てなるイーストパウダー，酵素を加味してなるこうじ，酵素を加味してなる酵母，酵素を加味
してなるベーキングパウダー，酵素を加味してなる即席菓子のもと，酵素を加味してなる酒

通常:
2005-115244
標準

通常:
2005-115245
標準

通常:
2005-115315
標準

29,30

139

カプセルザイム

通常:
2005-115316
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】ワンタン入り野菜サラダ，ワンタン入りフルーツサラダ，ワンタン入り海藻サラダ
【30】即席ワンタン，ワンタン，調理済みワンタン，ワンタン入り野菜サラダ用ドレッシング，
ワンタン入りフルーツサラダ用ドレッシング，ワンタン入り海藻サラダ用ドレッシング

29,30

138

指定商品・役務

29,30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.08 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定

2008/7/15
29／49

３条拒絶（食品）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

140

Ｃａｐｓｕｌｅｚｙｍｅ

通常:
2005-115317
標準

29,30

141

エンザイムサプリ

通常:
2005-115318
標準

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

指定商品・役務
【29】酵素を主原料とする液状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・固形状・ウエ
ハース状の加工食品，食用たんぱく，酵素を加味してなる食用油脂，酵素を加味してなる
乳製品，酵素を加味してなる食肉，酵素を加味してなる卵，酵素を加味してなる食用魚介
類（生きているものを除く。），酵素を加味してなる冷凍野菜，酵素を加味してなる冷凍果
実，酵素を加味してなる肉製品，酵素を加味してなる加工水産物，酵素を加味してなる加
工野菜，酵素を加味してなる加工果実，酵素を加味してなる油揚げ，酵素を加味してなる
凍り豆腐，酵素を加味してなるこんにゃく，酵素を加味してなる豆乳，酵素を加味してなる豆
腐，酵素を加味してなる納豆，酵素を加味してなる加工卵，酵素を加味してなるカレー・シ
チュー又はスープのもと，酵素を加味してなるお茶漬けのり，酵素を加味してなるふりか
け，酵素を加味してなるなめ物，酵素を加味してなる豆
【30】酵素を加味してなるアイスクリーム用凝固剤，酵素を加味してなる家庭用食肉軟化
剤，酵素を加味してなるホイップクリーム用安定剤，酵素を加味してなる食品香料（精油の
ものを除く。），酵素を加味してなる茶，酵素を加味してなるコーヒー，酵素を加味してなるコ
コア，酵素を加味してなる氷，酵素を加味してなる菓子，酵素を加味してなるパン，酵素を
加味してなる調味料，酵素を加味してなる香辛料，酵素を加味してなるアイスクリームのも
と，酵素を加味してなるシャーベットのもと，酵素を加味してなるコーヒー豆，酵素を加味し
てなる穀物の加工品，酵素を加味してなるアーモンドペースト，酵素を加味してなるぎょう
ざ，酵素を加味してなるサンドイッチ，酵素を加味してなるしゅうまい，酵素を加味してなる
すし，酵素を加味してなるたこ焼き，酵素を加味してなる肉まんじゅう，酵素を加味してなる
ハンバーガー，酵素を加味してなるピザ，酵素を加味してなるべんとう，酵素を加味してな
るホットドッグ，酵素を加味してなるミートパイ，酵素を加味してなるラビオリ，酵素を加味し
てなるイーストパウダー，酵素を加味してなるこうじ，酵素を加味してなる酵母，酵素を加味
してなるベーキングパウダー，酵素を加味してなる即席菓子のもと，酵素を加味してなる酒
【29】酵素を主原料とする液状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・固形状・ウエ
ハース状の加工食品，食用たんぱく，酵素を加味してなる食用油脂，酵素を加味してなる
乳製品，酵素を加味してなる食肉，酵素を加味してなる卵，酵素を加味してなる食用魚介
類（生きているものを除く。），酵素を加味してなる冷凍野菜，酵素を加味してなる冷凍果
実，酵素を加味してなる肉製品，酵素を加味してなる加工水産物，酵素を加味してなる加
工野菜，酵素を加味してなる加工果実，酵素を加味してなる油揚げ，酵素を加味してなる
凍り豆腐，酵素を加味してなるこんにゃく，酵素を加味してなる豆乳，酵素を加味してなる豆
腐，酵素を加味してなる納豆，酵素を加味してなる加工卵，酵素を加味してなるカレー・シ
チュー又はスープのもと，酵素を加味してなるお茶漬けのり，酵素を加味してなるふりか
け，酵素を加味してなるなめ物，酵素を加味してなる豆
【30】酵素を加味してなるアイスクリーム用凝固剤，酵素を加味してなる家庭用食肉軟化
剤，酵素を加味してなるホイップクリーム用安定剤，酵素を加味してなる食品香料（精油の
ものを除く。），酵素を加味してなる茶，酵素を加味してなるコーヒー，酵素を加味してなるコ
コア，酵素を加味してなる氷，酵素を加味してなる菓子，酵素を加味してなるパン，酵素を
加味してなる調味料，酵素を加味してなる香辛料，酵素を加味してなるアイスクリームのも
と，酵素を加味してなるシャーベットのもと，酵素を加味してなるコーヒー豆，酵素を加味し
てなる穀物の加工品，酵素を加味してなるアーモンドペースト，酵素を加味してなるぎょう
ざ，酵素を加味してなるサンドイッチ，酵素を加味してなるしゅうまい，酵素を加味してなる
すし，酵素を加味してなるたこ焼き，酵素を加味してなる肉まんじゅう，酵素を加味してなる
ハンバーガー，酵素を加味してなるピザ，酵素を加味してなるべんとう，酵素を加味してな
るホットドッグ，酵素を加味してなるミートパイ，酵素を加味してなるラビオリ，酵素を加味し
てなるイーストパウダー，酵素を加味してなるこうじ，酵素を加味してなる酵母，酵素を加味
してなるベーキングパウダー，酵素を加味してなる即席菓子のもと，酵素を加味してなる酒
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（食品）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

142

Ｅｎｚｙｍｅｓｕｐｐｌｉ

29

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.12 手続補足書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

通常:
2005-115319
標準

144

145

必須エンザイム

通常:
2005-115320
標準

カレー７１０

通常:
2005-115545
標準

五能線

通常 2005-115749

※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］
2005.12.08 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

29,30

143

指定商品・役務
【29】酵素を主原料とする液状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・固形状・ウエ
ハース状の加工食品，食用たんぱく，酵素を加味してなる食用油脂，酵素を加味してなる
乳製品，酵素を加味してなる食肉，酵素を加味してなる卵，酵素を加味してなる食用魚介
類（生きているものを除く。），酵素を加味してなる冷凍野菜，酵素を加味してなる冷凍果
実，酵素を加味してなる肉製品，酵素を加味してなる加工水産物，酵素を加味してなる加
工野菜，酵素を加味してなる加工果実，酵素を加味してなる油揚げ，酵素を加味してなる
凍り豆腐，酵素を加味してなるこんにゃく，酵素を加味してなる豆乳，酵素を加味してなる豆
腐，酵素を加味してなる納豆，酵素を加味してなる加工卵，酵素を加味してなるカレー・シ
チュー又はスープのもと，酵素を加味してなるお茶漬けのり，酵素を加味してなるふりか
け，酵素を加味してなるなめ物，酵素を加味してなる豆
【30】酵素を加味してなるアイスクリーム用凝固剤，酵素を加味してなる家庭用食肉軟化
剤，酵素を加味してなるホイップクリーム用安定剤，酵素を加味してなる食品香料（精油の
ものを除く。），酵素を加味してなる茶，酵素を加味してなるコーヒー，酵素を加味してなるコ
コア，酵素を加味してなる氷，酵素を加味してなる菓子，酵素を加味してなるパン，酵素を
加味してなる調味料，酵素を加味してなる香辛料，酵素を加味してなるアイスクリームのも
と，酵素を加味してなるシャーベットのもと，酵素を加味してなるコーヒー豆，酵素を加味し
てなる穀物の加工品，酵素を加味してなるアーモンドペースト，酵素を加味してなるぎょう
ざ，酵素を加味してなるサンドイッチ，酵素を加味してなるしゅうまい，酵素を加味してなる
すし，酵素を加味してなるたこ焼き，酵素を加味してなる肉まんじゅう，酵素を加味してなる
ハンバーガー，酵素を加味してなるピザ，酵素を加味してなるべんとう，酵素を加味してな
るホットドッグ，酵素を加味してなるミートパイ，酵素を加味してなるラビオリ，酵素を加味し
てなるイーストパウダー，酵素を加味してなるこうじ，酵素を加味してなる酵母，酵素を加味
してなるベーキングパウダー，酵素を加味してなる即席菓子のもと，酵素を加味してなる酒
【29】酵素を主原料とする液状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・固形状・ウエ
ハース状の加工食品，食用たんぱく，酵素を加味してなる食用油脂，酵素を加味してなる
乳製品，酵素を加味してなる食肉，酵素を加味してなる卵，酵素を加味してなる食用魚介
類（生きているものを除く。），酵素を加味してなる冷凍野菜，酵素を加味してなる冷凍果
実，酵素を加味してなる肉製品，酵素を加味してなる加工水産物，酵素を加味してなる加
工野菜，酵素を加味してなる加工果実，酵素を加味してなる油揚げ，酵素を加味してなる
凍り豆腐，酵素を加味してなるこんにゃく，酵素を加味してなる豆乳，酵素を加味してなる豆
腐，酵素を加味してなる納豆，酵素を加味してなる加工卵，酵素を加味してなるカレー・シ
チュー又はスープのもと，酵素を加味してなるお茶漬けのり，酵素を加味してなるふりか
け，酵素を加味してなるなめ物，酵素を加味してなる豆
【30】酵素を加味してなるアイスクリーム用凝固剤，酵素を加味してなる家庭用食肉軟化
剤，酵素を加味してなるホイップクリーム用安定剤，酵素を加味してなる食品香料（精油の
ものを除く。），酵素を加味してなる茶，酵素を加味してなるコーヒー，酵素を加味してなるコ
コア，酵素を加味してなる氷，酵素を加味してなる菓子，酵素を加味してなるパン，酵素を
加味してなる調味料，酵素を加味してなる香辛料，酵素を加味してなるアイスクリームのも
と，酵素を加味してなるシャーベットのもと，酵素を加味してなるコーヒー豆，酵素を加味し
てなる穀物の加工品，酵素を加味してなるアーモンドペースト，酵素を加味してなるぎょう
ざ，酵素を加味してなるサンドイッチ，酵素を加味してなるしゅうまい，酵素を加味してなる
すし，酵素を加味してなるたこ焼き，酵素を加味してなる肉まんじゅう，酵素を加味してなる
ハンバーガー，酵素を加味してなるピザ，酵素を加味してなるべんとう，酵素を加味してな
るホットドッグ，酵素を加味してなるミートパイ，酵素を加味してなるラビオリ，酵素を加味し
てなるイーストパウダー，酵素を加味してなるこうじ，酵素を加味してなる酵母，酵素を加味
してなるベーキングパウダー，酵素を加味してなる即席菓子のもと，酵素を加味してなる酒
【29】納豆を混入したカレールー
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．１０.xls
No.

146

147

148

149

150

151

商標（見本）

商標

節約上手

種別 出願番号

通常 2005-115884

平野流

通常:
2005-116070
標準

ちゃんこラーメン

糖鎖ジャパン

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

30

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

32,33

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.27 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

29

【29】カレーのもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

30

【30】中華そばのめん

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］
2005.11.30 願書
2006.02.08 刊行物等提出書
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.27 拒絶査定
2007.06.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.01.17 手続補正書
2006.02.21 認定･付加情報
2006.02.21 認定･付加情報
2006.06.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.13 拒絶査定

通常 2005-116094

通常 2005-116554

通常:
2005-116616
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】食肉，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しの
り・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。）

通常 2005-115883

節約上手

カツ煮カレー

区分
29
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３条拒絶（食品）２００６．１０.xls
No.

152

153

154

155

156

157

商標（見本）

商標

薬養酒＼ＹＡＫＵＹＯＳＨＵ

節約上手

節約上手

やわらかこくもつ＼１２穀

うっふぷりん

究極の中華豚まん

種別 出願番号

区分

あらびきフレッシュ

30

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

29

【29】食肉，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しの
り・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

30

【30】洋菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

30

【30】肉まんじゅう

通常 2005-116684

通常 2005-116800

通常 2005-116802

通常 2005-117131

通常 2005-117145

通常:
2005-117187
標準

通常:
2005-117421
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 2005.12.13 願書
用粉乳，人工受精用精液
2006.07.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
【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
2006.10.24 拒絶査定
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

29
158

指定商品・役務

05,32,33

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.27 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
2005.12.14 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.08.29 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)
2006.10.06 意見書
2006.10.31 拒絶査定
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No.

159

160

161

162

163

商標（見本）

商標

甜菜青汁飲んじゃいました

ナノ健康食品

みながわ

フルーツリッチミルク

おいしく食べたい！

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.14 認定･付加情報
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.30 拒絶査定

29

【29】イチョウ葉エキス等を主原料としてカプセル状に成型した加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 意見書
2006.10.11 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶査定
2007.04.24 手続補正書(方式)
2007.07.12 手続補正書(方式)

29

【29】乳製品，乳飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

29,30,31,32,33

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干
しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆
布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆
腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けの
り，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，みそ，ウースターソー
ス，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，
ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，は
ちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味
料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモ
ンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバー
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，
ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大
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
（「茶の葉」を除く。），茶の葉，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とう
もろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラ
ワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生き
ているものに限る。），蚕種，種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.19 意見書
2006.08.21 認定･付加情報
2006.09.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 拒絶査定

通常 2005-117609

通常 2005-117657

通常 2005-117681

通常:
2005-117725
標準

通常 2005-117739

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

中間記録

32
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

164

無化調＼むかちょう

166

167

Ｍｅａｌ Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2006.07.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.28 意見書
2006.08.28 手続補足書
2006.08.28 代理人受任届
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2006.10.18 拒絶査定
2006.12.27 手続補正書
2006.12.27 手続補足書
2007.01.04 手続補足書
2007.09.20 登録料納付
［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.09.20 設定納付書
2007.10.09 登録証

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2006.07.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.28 意見書
2006.08.28 手続補足書
2006.08.28 代理人受任届
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2006.10.18 拒絶査定
2006.12.27 手続補正書
2006.12.27 手続補足書
2007.01.04 手続補足書
2007.09.20 登録料納付
［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.09.20 設定納付書
2007.10.09 登録証

通常 2005-117773

通常:
2005-117784
標準

横濱中▲華▼街∞街▲華▼中
通常 2005-118153
∞朝陽門

横濱中▲華▼街∞街▲華▼中
通常 2005-118154
∞善隣門

※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］
2005.12.15 願書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

29
165

指定商品・役務
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，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】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
【29】プロテインを主成分とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・粉末状・ペースト
状・液状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除
く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，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
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定
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No.

168

169

170

商標（見本）

商標

毎日１本＼野菜と果実

毎日１本＼野菜

新鮮館宝の島

種別 出願番号

区分

小池さんちのもち

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2005.12.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.03 手続補正指令書(出願)
2006.02.09 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2005.12.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.03 手続補正指令書(出願)
2006.02.09 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定
2007.04.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29,30,35

【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】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，シヤーベットのもと，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
【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，財務書類の作成又は監査若しく
は証明，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，電子計算機・タイプライター・テ
【30】もち，もち菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.08.02 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.10.26 拒絶査定

【30】オリゴ糖・ハトムギ・ビール酵母・ローヤルゼリー又は酵母エキスを主成分とする粉末
状・顆粒状・粒状・錠剤状・軟カプセル状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエ
ハース状・ビスケット状又はチュアブル状の加工食品，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食
肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びコ
コア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コー
ヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ
焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イー
ストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済み
のえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
【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］
2005.12.16 願書
2005.12.16 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
2006.04.14 刊行物等提出による通知書
2006.04.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.25 拒絶査定

通常 2005-118172

通常 2005-118173

通常:
2005-118342
標準

通常 2005-118445

30,32

172

ヘルシースイーツ

通常:
2005-118493
標準

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

中間記録

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

30
171

指定商品・役務

32
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.31 拒絶査定
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No.

173

174

175

商標（見本）

商標

金目コロッケ

あじあん

ＶＩＯＬＡ＼ヴィオラ

種別 出願番号

区分

177

178

十勝 愛国

錦ぶり

レンジ＼ｄｅ ケーキ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.02.15 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
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 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)
2006.09.19 意見書
2006.10.20 拒絶査定
2007.09.21 登録料納付
［登録］
2007.09.18 登録査定書
2007.09.21 設定納付書
2007.10.30 登録証

03,05,29,30

【03】せっけん類，香料類，化粧品
【中間記録情報】
【05】薬剤，衛生マスク，カプセル，眼帯，失禁用おしめ，乳児用粉乳，乳糖，包帯
［審査］
【29】食用魚介類（生きているものを除く），豆，加工野菜，加工果実，乳製品，乳酸菌主原 2005.12.06 願書
料加工食品
2005.12.28 認定･付加情報
2006.07.05 職権訂正履歴(職権訂正)
【30】茶，香辛料，食品香料（精油のものを除く），食用粉類，穀物の加工品
2006.07.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 拒絶査定
【31】あわ，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，いも，籾米，もろこし，麦芽，ホップ，獣類・鳥 【中間記録情報】
類および昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，種繭，種卵，飼料，釣り用餌，果実，野 ［審査］
2005.12.06 願書
菜（「茶の葉」を除く。），糖料作物，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧
2005.12.28 認定･付加情報
草，盆栽，生花の花輪，飼料用たんぱく
2006.07.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.13 拒絶査定

通常 2005-118705

通常:
2005-118965
標準

通常 2005-119206

通常:
2005-119208
標準

29

【29】ぶり

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.13 拒絶査定

30

【30】即席菓子のもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2006.01.25 手続補正指令書(出願)
2006.01.26 手続補正書(方式)
2006.02.23 認定･付加情報
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

通常 2005-119218

通常 2005-119247

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

中間記録

【29】コロッケ

31

176

指定商品・役務

29
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No.

179

180

181

182

183

商標（見本）

商標

蔵王

ひつじくん

稲取温泉 はさみ石

スィートポーク

アンチエイジングサプリ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】油揚げ，凍り豆腐，豆乳，豆腐，納豆，厚揚げ，がんもどき

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.24 拒絶査定

29

【29】羊肉使用のくんせい

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

29

【29】豚肉，豚肉を主原料とする肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 手続補足書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.01.30 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

29,30,32,33

【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
2005.12.21 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+その他(第4
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 条1項11号を除く))
（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
2006.09.05 手続補正書
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
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 代理人受任届
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
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
2006.09.05 手続補足書
用グルテン
2006.09.05 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
2006.09.06 手続補足書
ジュース
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.14 認定･付加情報
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定
2006.12.05 手続補正書(方式)
2006.12.05 手続補足書
2007.03.20 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.07.20 意見書
2007.07.20 手続補足書
2007.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-119541

通常 2005-119619

通常 2005-119726

通常 2005-119829

通常:
2005-119868
標準

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

中間記録

29

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

2008/7/15
38／49

３条拒絶（食品）２００６．１０.xls
No.

184

185

186

187

188

商標（見本）

商標

アンチエイジングフード

すてきサプリ

ふわとろ焼

樽前天然水

樽前山の伏流水

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，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+その他(第4
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 条1項11号を除く))
2006.09.05 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 手続補足書
2006.09.05 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
2006.09.05 意見書
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.09.05 代理人受任届
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
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
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.14 認定･付加情報
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.10 拒絶査定
2006.12.05 手続補正書(方式)
2006.12.05 手続補足書
2007.07.20 意見書
2007.07.20 手続補足書
2007.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】コエンザイムＱ１０を主成分とするタブレット状又はカプセル状の加工食品，各種ビタミ 【中間記録情報】
ンを主成分とするタブレット状又はカプセル状の加工食品，各種ミネラルを主成分とするタ ［審査］
ブレット状又はカプセル状の加工食品，各種の植物エキスを主成分とするタブレット状又は 2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
カプセル状の加工食品
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.31 拒絶査定

30

【30】お好み焼

03,29,32

【03】化粧品，せっけん類
【29】加工野菜及び加工果実，食用油脂
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

03,29,32

【03】化粧品，せっけん類
【29】加工野菜及び加工果実，食用油脂
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

通常:
2005-119875
標準

通常:
2005-119910
標準

通常 2005-119936

通常 2005-120114

通常 2005-120115

※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

29,30,32,33
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.06 手続補正書
2006.09.06 手続補足書
2006.09.06 意見書
2006.10.06 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶査定
2006.11.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.01.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.31 再送
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.01.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.31 再送
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定
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No.

189

190

191

192

商標（見本）

商標

うまかんべ

シ カイ ビ チャ＼脂解美茶

おからまん

コクうま

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【33】しょうちゅう

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 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)
2006.08.30 代理人受任届
2006.08.30 手続補足書
2006.09.12 手続補正書
2006.09.12 意見書
2006.09.12 手続補足書
2006.10.02 認定･付加情報
2006.10.02 認定･付加情報
2006.10.02 認定･付加情報
2006.10.02 認定･付加情報
2006.10.13 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶査定
2006.12.22 手続補正書
2006.12.22 手続補足書
2007.10.25 登録料納付
［登録］
2007.09.25 登録査定書
2007.10.25 設定納付書
2007.11.13 登録証

30

【30】コーヒー及びココア，茶，調味料，食用粉類，穀物の加工品，サンドイッチ，菓子及び
パン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，ベーキングパウダー

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 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 2005.12.26 願書
2005.12.27 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
2006.07.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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 第4条1項11号)
用グルテン，酢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 2006.08.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
品，穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品
2006.10.30 拒絶査定
2006.12.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-120149

通常 2005-120501

通常:
2005-120776
標準

通常:
2005-121301
標準

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

中間記録

33
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No.

193

194

195

196

197

198

商標（見本）

商標

りゅうきゅうたれ

コゲ

塩まん（しおまん）

コラーゲン肉豚

杜仲高麗豚

生肝油オメガ３

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】調味料

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 2005.12.27 願書
2005.12.28 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
2006.08.15 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 意見書
用グルテン
2006.09.25 手続補足書
2006.09.25 認定･付加情報
2006.10.02 拒絶査定
2006.10.24 認定･付加情報

30

【30】菓子・パン

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.03.08 刊行物等提出書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.04.14 刊行物等提出による通知書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

31

【31】配合飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

29

【29】豚肉，肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

29

【29】鮫肝油等を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状又はカプセ 【中間記録情報】
［審査］
ル状の加工食品
2005.12.14 願書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

通常:
2005-121386
標準

通常:
2005-121849
標準

通常:
2005-121966
標準

通常 2005-121978

通常 2005-121979

通常:
2005-121996
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］
2005.12.12 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.03.08 刊行物等提出書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.04.14 刊行物等提出による通知書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定
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No.
199

200

201

202

203

204

205

商標（見本）

商標
付け届け

抹茶おこわ

しもふりレッド生餃子

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，菓子及びパン，穀物の加工品，食塩，砂糖，即席菓子のも
と，食用粉類
【33】日本酒，洋酒，果実酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

30

【30】米，乾燥飯，米飯の缶詰，人造米

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

30

【30】ぎょうざ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.20 意見書
2006.09.20 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品，即席菓子のもと，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉
類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 意見書
2006.10.03 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶査定

30

【30】たこ焼き

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

29

【29】かまぼこ，肉製品を加えたかまぼこ，野菜を加えたかまぼこ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

30

【30】カップ状容器入り即席ラーメン

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.02.21 刊行物等提出書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.03.31 刊行物等提出による通知書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

通常:
2005-122017
標準

通常:
2005-122044
標準

通常:
2005-122235
標準

簡単！＼フライパン＼クッキン
通常 2005-122893
グ

芋タコ

§香りかまぼこ

青森らーめん

通常 2005-122939

通常 2005-122976

通常:
2005-123417
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

30,33
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No.

206

207

208

209

210

商標（見本）

商標

カブぶかし

矢越カブ

汁いべんせ

ＳＵＰＲＥＭＯ＼シュプレモ

いなりめし

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】矢越カブを使用したおこわ矢越カブを使用した冷凍おこわ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.04 意見書
2006.10.11 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

31

【31】矢越カブ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.04 意見書
2006.10.11 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

30

【30】せんべい，せんべいを用いた菓子，せんべいとせんべい汁用調味料からなる即席せ 【中間記録情報】
［審査］
んべい汁セット，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， 2006.01.03 願書
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 2006.01.04 認定･付加情報
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， 2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
2006.08.23 手続補正書
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
2006.08.23 意見書
粉類，食用グルテン
2006.08.24 認定･付加情報
2006.08.29 認定･付加情報
2006.10.02 拒絶査定

31

【31】飼料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.05 願書
2006.04.10 早期審査に関する事情説明書
2006.04.24 早期審査に関する報告書
2006.04.26 早期審査選定結果の通知書
2006.09.19 伺い書
2006.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 伺い回答書
2006.10.11 意見書
2006.10.20 拒絶査定
2006.11.13 手続補足書
2007.08.01 登録料納付
2007.11.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.07.11 登録査定書
2007.08.01 設定納付書
2007.08.28 登録証
2007.10.01 本権移転登録申請書(譲渡)
2007.11.02 移転登録済通知書

30

【30】短冊状の味付けした油揚げを混ぜたごはん

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.14 意見書
2006.09.15 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶査定

通常 2005-123752

通常 2005-123753

通常:
2006-000002
標準

通常 2006-000211

通常:
2006-001141
標準

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

中間記録

30
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No.

211

212

213

214

商標（見本）

商標

さらっと

鯨しゃぶ

ｐｉｓｔａｃｃｈｉｏ ｃｉｏｃｃｏｌａｔｏ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】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，ごま塩，食
塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.08.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.25 意見書
2006.09.25 手続補足書
2006.10.02 拒絶査定
2006.10.23 認定･付加情報
2006.11.01 手続補足書
2007.06.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.30 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］
2007.11.05 登録査定書
2007.11.30 設定納付書
2007.12.18 登録証

29

【29】鯨肉，鯨を使用した肉製品，鯨の加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.16 手続補正指令書(出願)
2006.03.17 手続補正書(方式)
2006.04.17 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 意見書
2006.10.31 拒絶査定

30

【30】チョコレート，チョコレートを使用した菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.16 手続補正指令書(出願)
2006.03.17 手続補正書(方式)
2006.04.17 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 意見書
2006.10.31 拒絶査定

30

【30】チョコレート，チョコレートを使用した菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.16 手続補正指令書(出願)
2006.03.17 手続補正書(方式)
2006.04.17 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 意見書
2006.10.31 拒絶査定

通常:
2006-002084
標準

通常 2006-002147

通常 2006-002148

ｔａｖｏｌｅｔｔａ ｃｉｏｃｃｏｌａｔｏ ｍａｎｄ
通常 2006-002149
ｏｒｌａ

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

中間記録

30
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

215

ｐｒａｌｉｎａ ｃｉｏｃｃｏｌａｔｏ

通常 2006-002150

05,29
216

217

218

219

220

Ｈ５００

Ｈ５００錠

ラ・ポム＼Ｌａ ｐｏｍｍｅ

ひやし▲餅▼

金時草茶

通常 2006-002397

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.16 手続補正指令書(出願)
2006.03.17 手続補正書(方式)
2006.04.17 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 意見書
2006.10.31 拒絶査定
【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，眼 【中間記録情報】
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 ［審査］
帯，包帯液，失禁用おしめ，衛生又は生理用パンティライナー
2006.01.16 願書
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【29】ビタミン・ビオチン・システイン・コエンザイムを主成分とする錠剤状・カプセル状・タブ
2006.10.31 拒絶査定
レット状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品，肉製品，加工水産
物，加工野菜及び加工果実，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又はスープのもと，豆乳

05,29

【05】薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，眼
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，失禁用おしめ，衛生又は生理用パンティライナー
【29】ビタミン・ビオチン・システイン・コエンザイムを主成分とする錠剤状・カプセル状・タブ
レット状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・ペースト状又は液状の加工食品，肉製品，加工水産
物，加工野菜及び加工果実，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又はスープのもと，豆乳

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定

29

【29】果実を主材とする食用ゼリー，加工野菜及び加工果実，冷凍野菜，冷凍果実，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。），肉製品，加工水産物（「か
つお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を
除く。），かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干しわか
め，焼きのり，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］
2006.01.18 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)
2006.09.20 意見書
2006.09.20 手続補足書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶査定

30

【30】もち（穀物の加工品）

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 手続補正書
2006.09.22 意見書
2006.10.06 拒絶査定

30,32

【30】茶
【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.12 意見書
2006.10.31 拒絶査定

通常 2006-002399

通常 2006-002939

通常 2006-004426

通常:
2006-004874
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】チョコレート，チョコレートを使用した菓子及びパン
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No.

221

222

223

224

商標（見本）

商標

§高杉

ｃａｓｔａｇｎａ ｄｏｌｃｅ

カレー＼レトルト

ホエイのちから

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子及びパン
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.03.09 刊行物等提出書
2006.04.28 刊行物等提出による通知書
2006.05.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

30

【30】栗を使用した菓子

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.02.27 手続補正指令書(出願)
2006.03.17 手続補正書(方式)
2006.04.17 認定･付加情報
2006.09.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 手続補正書
2006.10.13 意見書
2006.10.25 拒絶査定

30

【30】包装茹うどん

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.16 意見書
2006.10.24 拒絶査定

29,32

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［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
2006.02.01 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，乳清又はケフィアを主原料とする固形状・液状・カプセル状・錠剤 2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
状・顆粒状・粉末状の加工食品
項16号)
2006.10.20 意見書
【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
2006.10.31 拒絶査定
ジュース

通常 2006-004884

通常 2006-005277

通常 2006-007520

通常:
2006-007813
標準

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

中間記録

30,43
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,05,29

225

スキンウェルネス＼Ｓｋｉｎ ｗｅｌｌ
通常 2006-007939
ｎｅｓｓ

30

226

227

228

わ や＼和そば焼きのたれ

通常 2006-008702

指定商品・役務

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.09.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.23 意見書
2006.10.30 拒絶査定
2007.01.15 手続補正書(方式)
2007.01.15 手続補足書
2007.11.27 登録料納付
［登録］
2007.11.12 登録査定書
2007.11.27 設定納付書
2007.12.18 登録証

30

【30】ちんすこう

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.04 願書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.03.28 刊行物等提出書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.04.28 刊行物等提出による通知書
2006.05.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.26 意見書
2006.09.26 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

Ｕ‐１５＼アンダーフィフティーン 通常 2006-008899

沖縄特産∞プチちんすこう∞Ｐ
ＵＣＨＩ ＣＨＩＮＳＵＫＯ∞パン屋
さんが作った本格銘菓∞ちんす
こう＼金楚▲こう▼は中国から
通常 2006-009130
伝わったといわれ、小麦粉、砂
糖、ラード等を混ぜ合わせ、形
を整えて焼き上げた琉球菓子で
す。＼プチちんすこう

※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，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.02.01 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2006.02.02 認定･付加情報
毛
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【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， 項16号)
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， 2006.09.27 手続補正書
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 2006.09.27 意見書
用粉乳，人工受精用精液
2006.09.28 認定･付加情報
2006.09.28 認定･付加情報
【29】コエンザイムＱ１０を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒
2006.10.13 拒絶査定
状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ハーブを主原料とするタブ
2007.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
レット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，ビタミンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆
粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ミネラルを主原料とするタ
ブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，α－リポ酸を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・
顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，分岐鎖アミノ酸を主原料
とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼ
リー状・ゲル状の加工食品，Ｌ－カルニチンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・
粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，イソフラボ
ンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペー
スト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，コラーゲンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセ
ル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ビオ
チンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・
【30】生そばのたれ
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 意見書
2006.09.15 認定･付加情報
2006.10.02 拒絶査定
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No.

229

230

231

232

商標（見本）

商標

味なおつまみ

ラクリス＼ＬＡＣＲＩＳ

ヤンニョムキムチドレッシング

ヤンニョム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】おつまみ用の菓子

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.17 手続補正書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.17 意見書
2006.10.27 拒絶査定

05,31

【05】薬剤
【31】飼料，飼料添加物（医療用のものを除く），飼料用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.11 意見書
2006.10.11 認定･付加情報
2006.10.25 拒絶査定
2006.11.27 手続補足書
2007.03.27 出願人名義変更届(一般承継)
2007.03.27 代理人選任届
2007.03.27 手続補足書
2008.02.26 登録料納付
2008.02.26 出願人名義変更届(一般承継)
2008.02.26 手続補足書
2008.04.01 手続補正指令書(中間書類)
2008.04.25
2008.05.01 認定･付加情報
2008.05.27 認定･付加情報
［登録］
2008.02.08 登録査定書
2008.02.26 設定納付書
2008.07.01 登録証

30

【30】ドレッシング

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.03.03 手続補正指令書(出願)
2006.03.15 上申書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 意見書
2006.10.27 拒絶査定

30

【30】ドレッシング

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.03.03 手続補正指令書(出願)
2006.03.15 上申書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 意見書
2006.10.27 拒絶査定

通常:
2006-009155
標準

通常 2006-009590

通常:
2006-009724
標準

通常:
2006-009725
標準

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

中間記録

30
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No.

233

234

235

商標（見本）

商標

しみこみショコラ

こうこくとう

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.17 手続補正書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.17 意見書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，黒砂糖，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，食用グルテン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.18 意見書
2006.10.27 拒絶査定

16,32,33,41,43

【16】紙類，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，衛生手ふき，型紙，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプキン，紙製タ
オル，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャ
コ，荷札，印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，青写真複写機，あて名印刷機，印刷用インテル，印字用インクリボン，活字，自動印紙
はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，装飾塗工用
ブラシ，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，封ろう，マー
キング用孔開型板，郵便料金計器，輪転謄写機，観賞魚用水槽及びその附属品ビール
【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
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供
覧，洞窟の供覧，電子出版物の提供，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又
は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，
放送番組の制作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，競馬の企画・運営又は開催，競
輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又
は開催，当せん金付証票の発売，通訳，翻訳，写真の撮影，音響用又は映像用のスタジ
オの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，運動用具の貸与，
映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，カメラの貸与，光学機械器具の
貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済
み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具
の貸与，遊戯用器具の貸与
【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，保育
所における乳幼児の保育，老人の養護，動物の宿泊施設の提供，カーテンの貸与，会議
室の貸与，家具の貸与，加熱器の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与，調理
【33】焼酎

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.02.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.20 拒絶査定

通常:
2006-010227
標準

通常:
2006-010847
標準

食育生活＼食育セイカツ＼ショ
クイクセイカツ＼しょくいくせい
通常 2006-010936
かつ＼ＳＨＯＫＵＩＫＵ ＳＥＩＫＡＴ
Ｕ

伊佐焼酎

通常:
2006-016467
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】チョコレート菓子

33

236

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.09.28 伺い書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 伺い回答書
2006.10.17 意見書
2006.10.24 拒絶査定
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No.

237

238

商標（見本）

商標

いさしょうちゅう

ＩＳＡＳＨＯＣＨＵ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【33】焼酎

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.09.28 伺い書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 伺い回答書
2006.10.18 意見書
2006.10.24 拒絶査定

33

【33】焼酎

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.09.28 伺い書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 伺い回答書
2006.10.18 意見書
2006.10.24 拒絶査定

通常:
2006-016468
標準

通常:
2006-016469
標準

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

中間記録

33
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