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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。

本レポートに関するお問い合わせ先

インフォソナー株式会社 営業部
TEL:06-6578-3100 FAX:06-6578-3101
E-mail:tm-info@info-sonar.co.jp
Copyright©2006 info-sonar corp. All Rights Reserved

2008/8/12
2／37

３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

商標

パキラミルキーウェイ

にざかなくん

津田ファーム

種別 出願番号

区分

ユーコンキング

29

【29】煮魚用魚介類，煮魚，煮魚に加える冷凍野菜，煮魚に加える冷凍果実，煮魚に加え 【中間記録情報】
る加工野菜及び加工果実，煮魚に加える油揚げ，煮魚に加える凍り豆腐，煮魚に加えるこ ［審査］
んにゃく，煮魚に加える豆腐，煮魚に加える加工卵，フリーズドドライした煮魚を解して加え 2005.03.22 願書
2005.03.25 手続補正書
たお茶漬けのり，フリーズドドライした煮魚を解して加えたふりかけ，煮魚に加えるまめ
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.29 手続補正書
2005.11.29 意見書
2005.11.30 認定･付加情報
2006.11.10 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
2005.04.04 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
2005.04.13 認定･付加情報
2005.10.14 職権訂正履歴(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，食用香料
（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 2005.10.21 職権訂正通知書(職権訂正)
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 2005.10.28 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
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， 項)
2005.11.07 手続補正書
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 2005.11.07 認定･付加情報
2006.04.27 職権訂正履歴(職権訂正)
テン
2006.05.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
【29】食肉，加工水産物，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工野菜及び加 【中間記録情報】
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 ［審査］
プのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，食用たんぱく，アンチョビー，ベーコン，乾燥処 2005.06.20 願書
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
理、その他の保存加工をした豆類，スープのもと，バター，ココア油脂，ココナッツバター，
バタークリーム，キャビア，チーズ，果実のチップ（菓子を除く。），二枚貝，やし油，食用な 項16号)
たね油，クランベリーソース，クリーム（酪農製品），甲殻類及び貝類，砂糖漬け果実（菓子 2006.03.10 上申書
を除く。），乾燥なつめやしの実，食用鳥の巣，粉末卵，食用油脂製造用の脂肪質性物質， 2006.03.31 意見書
魚の切り身，魚の加工食品，保存加工をした魚，魚の缶詰，食用魚粉，ポテトフレーク，糖 2006.11.24 拒絶査定
衣果実，ゼリー状フルーツ，アルコール漬け、その他の保存加工をした果実，フルーツサラ
ダ，とろ火で煮た果実，果実の缶詰，食用鳥獣肉，食用乾燥ハーブ，食用ゼラチン，ピクル
ス，ハム，ジャム，調理用野菜ジュース，ケフィール，クミス，食用ラード，ロブスター（生きて
いるものを除く。），食用獣類の髄，肉エキス，保存処理をした肉製品，肉の缶詰，塩漬肉，
牛乳，乳飲料，乾燥処理、その他の保存加工をしたきのこ，食用オリーブ油，塩漬け、缶
詰、その他の保存加工をしたオリーブ，かき（生きているものを除く。），レバーペースト，食
用ペクチン，食品用の花粉，豚肉，家禽肉，えび（生きているものを除く。），干しぶどう，さ
け，塩漬けの魚，ソーセージ，巻貝の卵（食用のもの），動物性油脂，豆腐，牛の胃，保存
加工をしたトリュフ，まぐろ，乾燥野菜，漬け物、その他の保存加工をした野菜，野菜の缶

通常:
2004-055515
標準

通常 2005-024865

通常 2005-029390

通常:
2005-055697
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】木，苗，苗木，盆栽，種子類

29

4

指定商品・役務

31
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【中間記録情報】
［審査］
2004.06.01 願書
2005.03.04 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.04.09 意見書
2005.05.23 認定･付加情報
2005.07.08 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))
2005.07.08 手続補正指示書(審査官)
2005.08.10 手続補正書
2005.08.10 意見書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.16 意見書
2006.06.09 手続補正指示書(審査官)
2006.11.10 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

5

ＹｕｋｏｎＫｉｎｇ

通常:
2005-055698
標準

29

6

ユーコンチャム

通常:
2005-055699
標準

29

7

ＹｕｋｏｎＣｈｕｍ

通常:
2005-055700
標準

29
8

健康フレッシュ

指定商品・役務
【29】食肉，加工水産物，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，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，食用たんぱく，アンチョビー，ベーコン，乾燥処
理、その他の保存加工をした豆類，スープのもと，バター，ココア油脂，ココナッツバター，
バタークリーム，キャビア，チーズ，果実のチップ（菓子を除く。），二枚貝，やし油，食用な
たね油，クランベリーソース，クリーム（酪農製品），甲殻類及び貝類，砂糖漬け果実（菓子
を除く。），乾燥なつめやしの実，食用鳥の巣，粉末卵，食用油脂製造用の脂肪質性物質，
魚の切り身，魚の加工食品，保存加工をした魚，魚の缶詰，食用魚粉，ポテトフレーク，糖
衣果実，ゼリー状フルーツ，アルコール漬け、その他の保存加工をした果実，フルーツサラ
ダ，とろ火で煮た果実，果実の缶詰，食用鳥獣肉，食用乾燥ハーブ，食用ゼラチン，ピクル
ス，ハム，ジャム，調理用野菜ジュース，ケフィール，クミス，食用ラード，ロブスター（生きて
いるものを除く。），食用獣類の髄，肉エキス，保存処理をした肉製品，肉の缶詰，塩漬肉，
牛乳，乳飲料，乾燥処理、その他の保存加工をしたきのこ，食用オリーブ油，塩漬け、缶
詰、その他の保存加工をしたオリーブ，かき（生きているものを除く。），レバーペースト，食
用ペクチン，食品用の花粉，豚肉，家禽肉，えび（生きているものを除く。），干しぶどう，さ
け，塩漬けの魚，ソーセージ，巻貝の卵（食用のもの），動物性油脂，豆腐，牛の胃，保存
加工をしたトリュフ，まぐろ，乾燥野菜，漬け物、その他の保存加工をした野菜，野菜の缶
【29】食肉，加工水産物，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，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，食用たんぱく，アンチョビー，ベーコン，乾燥処
理、その他の保存加工をした豆類，スープのもと，バター，ココア油脂，ココナッツバター，
バタークリーム，キャビア，チーズ，果実のチップ（菓子を除く。），二枚貝，やし油，食用な
たね油，クランベリーソース，クリーム（酪農製品），甲殻類及び貝類，砂糖漬け果実（菓子
を除く。），乾燥なつめやしの実，食用鳥の巣，粉末卵，食用油脂製造用の脂肪質性物質，
魚の切り身，魚の加工食品，保存加工をした魚，魚の缶詰，食用魚粉，ポテトフレーク，糖
衣果実，ゼリー状フルーツ，アルコール漬け、その他の保存加工をした果実，フルーツサラ
ダ，とろ火で煮た果実，果実の缶詰，食用鳥獣肉，食用乾燥ハーブ，食用ゼラチン，ピクル
ス，ハム，ジャム，調理用野菜ジュース，ケフィール，クミス，食用ラード，ロブスター（生きて
いるものを除く。），食用獣類の髄，肉エキス，保存処理をした肉製品，肉の缶詰，塩漬肉，
牛乳，乳飲料，乾燥処理、その他の保存加工をしたきのこ，食用オリーブ油，塩漬け、缶
詰、その他の保存加工をしたオリーブ，かき（生きているものを除く。），レバーペースト，食
用ペクチン，食品用の花粉，豚肉，家禽肉，えび（生きているものを除く。），干しぶどう，さ
け，塩漬けの魚，ソーセージ，巻貝の卵（食用のもの），動物性油脂，豆腐，牛の胃，保存
加工をしたトリュフ，まぐろ，乾燥野菜，漬け物、その他の保存加工をした野菜，野菜の缶
【29】食肉，加工水産物，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，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，食用たんぱく，アンチョビー，ベーコン，乾燥処
理、その他の保存加工をした豆類，スープのもと，バター，ココア油脂，ココナッツバター，
バタークリーム，キャビア，チーズ，果実のチップ（菓子を除く。），二枚貝，やし油，食用な
たね油，クランベリーソース，クリーム（酪農製品），甲殻類及び貝類，砂糖漬け果実（菓子
を除く。），乾燥なつめやしの実，食用鳥の巣，粉末卵，食用油脂製造用の脂肪質性物質，
魚の切り身，魚の加工食品，保存加工をした魚，魚の缶詰，食用魚粉，ポテトフレーク，糖
衣果実，ゼリー状フルーツ，アルコール漬け、その他の保存加工をした果実，フルーツサラ
ダ，とろ火で煮た果実，果実の缶詰，食用鳥獣肉，食用乾燥ハーブ，食用ゼラチン，ピクル
ス，ハム，ジャム，調理用野菜ジュース，ケフィール，クミス，食用ラード，ロブスター（生きて
いるものを除く。），食用獣類の髄，肉エキス，保存処理をした肉製品，肉の缶詰，塩漬肉，
牛乳，乳飲料，乾燥処理、その他の保存加工をしたきのこ，食用オリーブ油，塩漬け、缶
詰、その他の保存加工をしたオリーブ，かき（生きているものを除く。），レバーペースト，食
用ペクチン，食品用の花粉，豚肉，家禽肉，えび（生きているものを除く。），干しぶどう，さ
け，塩漬けの魚，ソーセージ，巻貝の卵（食用のもの），動物性油脂，豆腐，牛の胃，保存
加工をしたトリュフ，まぐろ，乾燥野菜，漬け物、その他の保存加工をした野菜，野菜の缶
【29】乳製品

通常:
2005-058621
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.20 願書
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 上申書
2006.11.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.20 願書
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 上申書
2006.03.31 意見書
2006.11.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.20 願書
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 上申書
2006.11.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.28 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.08 意見書
2006.11.07 拒絶査定
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No.

商標（見本）

9

10

11

12

13

商標

ざおうこうげん＼蔵王高原

サラサラ

ＧＡＢＡの力＼ギャバの力

八雲

ＦＡＭＯＵＳ ＴＥＡ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.28 願書
2005.08.18 刊行物等提出書
2005.09.21 認定･付加情報
2005.09.30 刊行物等提出による通知書
2005.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.27 意見書
2006.11.10 拒絶査定

30

【30】茶，コ－ヒ－及びココア，氷，菓子及びパン

29

【29】ギャバの成分を加味してなる塩昆布，ギャバの成分を加味してなる干しのり，ギャバの
成分を加味してなる焼きのり，ギャバの成分を加味してなる味付けのり，ギャバの成分を加
味してなるかつお節，ギャバの成分を加味してなる寒天，ギャバの成分を加味してなる削り
節，ギャバの成分を加味してなる食用魚粉，ギャバの成分を加味してなるとろろ昆布，ギャ
バの成分を加味してなる干しひじき，ギャバの成分を加味してなる干しわかめ，ギャバの成
分を加味してなるお茶漬けのり，ギャバの成分を加味してなるふりかけ

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2005.07.13 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)
2006.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.10 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.17 手続補正書
2006.04.17 意見書
2006.04.18 手続補足書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶査定
2007.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.14 手続補正書(方式)
2007.02.14 手続補足書
2007.07.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.07 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］
2007.07.09 登録査定書
2007.08.07 設定納付書
2007.09.11 登録証

33

【33】日本酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.05 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.11.10 拒絶査定
2006.12.15 手続補正書
2006.12.20 上申書

30,43

【30】茶，茶を加味してなる菓子及びパン，茶を加味してなるアイスクリームのもと，茶を加
味してなるシャーベットのもと，茶を加味してなる即席菓子のもと
【43】茶を主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.19 期間延長請求書
2006.06.29 手続補正書
2006.06.29 意見書
2006.11.28 拒絶査定

通常 2005-058631

通常:
2005-061689
標準

通常 2005-072695

通常:
2005-076985
標準

通常 2005-077284

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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）２００６．１１.xls
No.

14

15

16

17

商標（見本）

商標

あっ香りがおいしい

初乳のチカラ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】食用油脂，乳製品

29

【29】ラクトフェリンを含有する乳製品，乳・乳酸菌・ビフィズス菌・ラクトフェリン・ラクチュロー 【中間記録情報】
ス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・ ［審査］
2005.08.22 願書
クリーム状・液状の加工食品
2005.08.22 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 意見書
2006.05.10 手続補足書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.10 拒絶査定
2007.02.15 手続補正書
2007.02.15 手続補足書
2007.05.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.02 刊行物等提出書
2007.09.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.28 手続補正書
2008.01.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.25 登録料納付
2008.03.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.04.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.18 登録査定書
2008.01.25 設定納付書
2008.02.12 登録証

31

【31】有機栽培された野菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.14 手続補正書
2006.08.14 意見書
2006.11.14 拒絶査定

30

【30】そうめんのめん

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 意見書
2006.05.30 手続補足書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶査定
2006.12.28 手続補正書
2006.12.28 手続補足書
2008.03.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-078156
標準

通常:
2005-078157
標準

免疫 野菜＼めんえき やさい 通常 2005-080619

島原乃糸

通常 2005-085765

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

中間記録

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.10 意見書
2006.05.10 手続補足書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

18

19

20

21

商標（見本）

商標

ＸＹＬＩＴＯＬ

０８８＼おやつ屋＼オヤツ屋

０８８＼おやつ屋＼オヤツ屋

焙煎証明

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】キシリトールを使用したチューインガム，その他キシリトールを使用した菓子及びパ
ン，キシリトールを使用したコーヒー及びココア，キシリトールを使用した茶

29

【29】肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干し 【中間記録情報】
［審査］
ひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），加工野菜及び加工果実，乳製品，カレー・シ
2005.09.15 願書
チュー又はスープのもと
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.06 拒絶査定

30

【30】食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品，サンドイッチ，すし，ピザ，べんとう，ミートパ 【中間記録情報】
イ，ラビオリ，ぎょうざ，しゅうまい，たこやき，肉まんじゅう，ハンバーガー，ホットドッグ，菓 ［審査］
2005.09.15 願書
子及びパン，即席菓子のもと，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.06 拒絶査定

30,41,43

【30】コーヒー，コーヒー豆，コーヒーを主原料とする粉状・カプセル状・粉末状・顆粒状・ブ
ロック状・棒状又は液状の加工食品
【41】焙煎技術教育及びこれに関するコンサルティング
【43】飲食物の提供，焙煎したコーヒー及びコーヒー加工食品を主とする飲食物の提供

通常 2005-085895

通常 2005-086877

通常 2005-086878

通常:
2005-089669
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］
2005.09.01 願書
2005.11.10 刊行物等提出書
2005.12.08 認定･付加情報
2005.12.16 刊行物等提出による通知書
2005.12.22 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.29 意見書
2006.07.31 意見書
2006.09.07 認定･付加情報
2006.09.07 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.09.27 意見書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2008.06.26 意見書

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.09 願書
2005.10.05 認定･付加情報
2006.02.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.11 手続補正書
2006.06.02 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.17 手続補正書(方式)
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

22

23

24

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

30

【30】北海道産の小麦「ホクシン」（種苗登録第４９４９号）を原料とし、これに野菜の粉末を
添加した生パン粉

29

【29】食肉，肉製品

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

北海道産小麦∞１００％＼ホク
通常 2005-094511
シン∞焼きたて∞野菜生パン粉

北海道肉工房

クラモトサケカップ

通常:
2005-094522
標準

通常:
2005-098140
標準

01,03,05,29,30,32,3 【01】化学品，防しわ剤，保温剤，老化防止剤，たんぱく質を主原料とする化粧品の原材料
となる化学品，酵素を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，コラーゲンを主原料と
5,40,42

25

§Ｔ∞Ｔｏｙｏ Ｂｉｏ－Ｐｈａｒｍａ

通常 2005-100400

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

する化粧品の原材料となる化学品，松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジン
を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，べにいもの繊維質を主原料とする化粧品
の原材料となる化学品，からいもの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，
いも類の繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，大麦若葉の繊維質を主原
料とする化粧品の原材料となる化学品，甘藷若葉の繊維質を主原料とする化粧品の原材
料となる化学品，ケールの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品，ターミナ
リアベリリカから抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，クズの花か
ら抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，枇杷の葉から抽出したエ
キスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，マンネンタケから抽出したエキスを主
原料とする化粧品の原材料となる化学品，黒酢を主原料とする化粧品の原材料となる化学
品，マカから抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，キャベツ・オレ
ンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる
化学品，Ｓ－アデノシルメチオニンを主原料とする化粧品の原材料となる化学品，ナタデコ
コの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品
【03】松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とするクリーム・化粧
水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品，松樹皮から抽出したオリゴメ
リックプロアントシアニジンを主原料とするせっけん類・シャンプー，松樹皮から抽出したオ
リゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする歯磨き，松樹皮から抽出したオリゴメリック
プロアントシアニジンを主原料とする口内洗浄剤，松樹皮から抽出したオリゴメリックプロア
ントシアニジンを主原料とする香料類，松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニ
ジンを主原料とするバスソルト，べにいもの繊維質を主原料とするクリーム・化粧水・乳液・
美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品，べにいもの繊維質を主原料とするせっけ
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第4条各号+第4条1項11
号)
2006.06.14 手続補正書
2006.06.14 意見書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.06.14 認定･付加情報
2006.06.28 職権訂正履歴(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))
2006.11.10 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第4条各号+第4条1項11
号)
2006.05.29 手続補正書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.05.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.05 意見書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.07.05 認定･付加情報
2006.07.05 上申書
2006.11.24 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.06.22 手続補正書
2006.06.22 意見書
2006.11.24 拒絶査定
2006.12.25 手続補足書
2007.02.13 手続補正書
2007.02.27 上申書
2007.03.19 手続補正書(方式)
2007.03.19 手続補足書
2007.09.26 登録料納付
［登録］
2007.09.08 登録査定書
2007.09.26 設定納付書
2007.10.23 登録証
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３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

26

27

28

商標（見本）

商標

チャン＼チャン焼き

仙台麩

砕石

種別 出願番号

区分

ジェラートスープ

30

【30】油で揚げてなる麩

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2005.12.16 刊行物等提出書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.01.31 刊行物等提出による通知書
2006.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.18 意見書
2006.07.18 物件提出書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.07.31 物件提出書
2006.08.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定
2006.12.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.26 手続補正書(方式)
2007.02.26 代理人選任届
2007.02.26 手続補足書
2007.02.27 手続補足書
2008.02.25 意見書
2008.02.25 手続補足書
2008.06.23 登録料納付
［登録］
2008.05.26 登録査定書
2008.06.23 設定納付書
2008.07.08 登録証

29,32

【29】チャンカピエドラを主原料とする顆粒状・錠剤状・粉末状・タブレット状・カプセル状・液
状の加工食品，植物を主原料とする顆粒状・錠剤状・粉末状・タブレット状・カプセル状・液
状の加工食品，加工野菜及び加工果実，食用油脂，植物性油脂，動物性油脂，加工油
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，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・
シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【32】清涼飲料，清涼飲料のもと，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造
用ホップエキス，ビール
【29】スープ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2005.11.07 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)
2006.11.10 拒絶査定

通常 2005-100601

通常 2005-101204

通常:
2005-103875
標準

通常:
2005-105135
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】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 【中間記録情報】
［審査］
しわかめ・焼きのり」を除く。）
2005.10.13 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.05.30 再送
2006.06.19 意見書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.08.04 認定情報通知書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.26 意見書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定

29
29

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

30

31

32

33

34

商標（見本）

商標

ワンクックデリカ

母乳のチカラ

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
2005.11.09 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.06.13 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)
2006.07.21 意見書
2006.11.28 拒絶査定

29

【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 【中間記録情報】
［審査］
入りの加工食品
2005.11.09 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 意見書
2006.11.28 拒絶査定

29

【29】黒豚肉

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 手続補正書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.07.21 意見書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定
2006.12.26 手続補正書
2007.01.23 手続補正書
2007.01.23 手続補足書
2007.05.15 登録料納付
2007.07.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.04.17 登録査定書
2007.05.15 設定納付書
2007.06.05 登録証

29

【29】有機飼料を使用して生産された卵，有機飼料を使用して生産されたくんせい卵・乾燥
卵・凍結卵・液卵・粉末卵・温泉卵・卵焼き・錦糸玉子・スクランブルエッグその他の加工
卵，有機飼料を使用して生産された玉子入りはんぺん，有機飼料を使用して生産された玉
子入りコロッケ，有機飼料を使用して生産された玉子入り即席スープ，有機飼料を使用して
生産された玉子スープのもと，有機飼料を使用して生産された玉子入り茶碗蒸しのもと，有
機飼料を使用して生産された卵入り乳飲料，有機飼料を使用して生産された玉子入りふり
かけ，有機飼料を使用して生産された玉子豆腐，有機飼料を使用して生産されたたまごを
使用したチャーハンの素

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 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)
2006.07.31 手続補正書
2006.07.31 意見書
2006.11.27 拒絶査定

29

【29】茶碗蒸し，玉子どうふ

【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
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2005-105256
標準

通常:
2005-105300
標準

ハコダテダンシャククロブタ＼函
通常 2005-106150
館男爵黒豚

ゆうきらんらん＼有機卵卵

自家割り

通常 2005-106179

通常:
2005-107614
標準

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

中間記録
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３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

35

36

37

38

39

40

商標（見本）

商標

世界の食卓から

ＣＨＩＰＯＴＬＥＳ

マシュマロギャバ

ギャバマシュマロ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.11.22 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
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
2006.02.02 手続補正書(方式)
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.03.01 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
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
用グルテン
2006.11.24 拒絶査定

30

【30】チポトレを使用してなるポテトチップス菓子，その他のチポトレを使用してなる菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 手続補足書
2006.09.13 意見書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶査定

30

【30】γ－アミノ酪酸配合マシュマロ

【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)
2006.08.02 手続補正書
2006.08.02 意見書
2006.11.28 拒絶査定

30

【30】γ－アミノ酪酸配合マシュマロ

【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)
2006.08.02 手続補正書
2006.08.02 意見書
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
2006.11.28 拒絶査定

29

【29】鰯から抽出したエキスを主原料とするカプセル状・錠剤状・液状・粉末状・顆粒状・ブ
ロック状・タブレット状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.11.29 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)
2006.09.05 手続補正書
2006.09.05 手続補足書
2006.09.05 意見書
2006.10.05 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

29

【29】コラーゲンにイソフラボンを添加してなる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］
2005.11.30 願書
2006.07.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.07 拒絶査定

通常:
2005-109798
標準

通常:
2005-109835
標準

通常 2005-110461

通常 2005-110462

サーデンプレス＼ＳａｒｄｉｎｅＰｒｅ
通常 2005-111797
ｓｓ

イソフラボーン・ボーン

通常:
2005-112508
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.

2008/8/12
11／37

３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

41

42

43

44

45

商標（見本）

商標

アミノ納豆

アミノ酸納豆

花粉ガード＼カフンガード

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】納豆

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.12.16 手続補正指令書(出願)
2005.12.27 手続補正書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.03 意見書
2006.09.11 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

29

【29】納豆

【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)
2005.12.27 手続補正書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.03 意見書
2006.09.11 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

30

31

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，コー ［審査］
ヒー豆，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 2005.12.02 願書
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
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
グパウダー，即席菓子のもと，酒かす
号)
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 意見書
2006.08.25 手続補足書
2006.09.22 認定･付加情報
2006.10.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.10 拒絶査定
【31】木，草，ドライフラワー，苗，苗木，花，生花の花輪
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.02.10 手続補正指令書(出願)
2006.02.11 手続補正書(方式)
2006.02.20 手続補正書(方式)
2006.03.10 通知書(再提出通知)
2006.04.21 手続補正指令書(中間書類)
2006.05.26 認定･付加情報
2006.05.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

31

【31】木，草，ドライフラワー，苗，苗木，花，生花の花輪

通常 2005-113582

通常 2005-113583

通常 2005-113649

ブライダルローズ Ｂｒｉｄａｌ Ｒｏｓ 通常:
2005-113916
ｅ
標準

バースデェイローズ Ｂｉｒｔｈｄａｙ 通常:
2005-113918
Ｒｏｓｅ
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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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.02.10 手続補正指令書(出願)
2006.02.11 手続補正書(方式)
2006.02.20 手続補正書(方式)
2006.03.10 通知書(再提出通知)
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.12 手続補正指令書(中間書類)
2006.05.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

46

47

48

49

50

51

52

商標（見本）

商標

芳醇麦原酒

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2005.12.05 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 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)
2006.11.17 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 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)
2006.11.17 拒絶査定

30

【30】そばのめん

【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+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

30

【30】冷凍ごはん，冷凍チャーハン，冷凍ピラフ，冷凍焼きおにぎり，冷凍パエリア，冷凍天 【中間記録情報】
丼，冷凍親子丼，冷凍カツ丼，冷凍のり巻き，冷凍炊き込みごはん，冷凍釜めし，冷凍ビビ ［審査］
2005.12.06 願書
ンバ，冷凍カレーライス，冷凍ハヤシライス
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 意見書
2006.11.28 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

29

【29】調理用青汁，調理用青汁のもと，調理用青汁を主原料とする錠剤状・粉末状・カプセ 【中間記録情報】
ル状・顆粒状・液状の加工食品，植物抽出エキスを主原料とする錠剤状・粉末状・顆粒状・ ［審査］
2005.12.06 願書
カプセル状・液状の加工食品，ポリフェノールを含有する植物エキスを主原料とする錠剤
状・粉末状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品，食用油脂，植物性油脂，動物性油脂， 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8条1項+
加工油脂，乳製品，ヨーグルト，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野
第4条1項11号)
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 2006.11.24 拒絶査定
かけ，なめ物，豆，食用たんぱく

通常:
2005-113933
標準

ペット＼ボトル∞で＼ｄｅ∞緑茶 通常 2005-113938

ペット＼ボトル∞で＼ｄｅ∞麦茶 通常 2005-113952

さいじょうそば＼西條そば

やっぱりご飯

ずんだ棒

スリムデトックス

通常 2005-114158

通常:
2005-114243
標準

通常:
2005-114274
標準

通常 2005-114301

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.12.06 願書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.02.09 刊行物等提出書
2006.03.09 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+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

53

54

商標（見本）

商標

インナーデトックス

種別 出願番号

区分

29,32

【29】植物抽出エキスを主原料とする錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食
品，調理用青汁，調理用青汁のもと，ポリフェノールを含有する植物エキスを主原料とする
錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品，調理用青汁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，植物性油脂，動物性油脂，
加工油脂，乳製品，ヨーグルト，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野
菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こん
にゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふり
かけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【32】清涼飲料，清涼飲料のもと，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール，
【29】植物抽出エキスを主原料とする錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食
品，調理用青汁，調理用青汁のもと，調理用青汁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，ポリフェノールを含有する植物エキスを主原料とする錠剤
状・粉末状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品，食用油脂，植物性油脂，動物性油脂，
加工油脂，乳製品，ヨーグルト，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野
菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こん
にゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふり
かけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【32】清涼飲料，清涼飲料のもと，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール，
【29】ビタミン類・ミネラル類又はアミノ酸類を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒
状・粉状・ペースト状・液体状の加工食品

通常 2005-114303

Ｆｉｂｅｒｄｅｔｏｘ＼ファイバーデトッ
通常 2005-114309
クス

Ｄｅｔｏｘｐｌｕｓ＼デトックスプラス

通常 2005-114311

29
56

目覚爽快

通常:
2005-114901
標準
30

57

うつぼぱい

通常:
2005-115209
標準
05,30

58

のどケアドロップ

通常:
2005-115251
標準

05,29,30

59

糖衣粒

通常:
2005-115254
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】調理用青汁，調理用青汁のもと，調理用青汁を主原料とする錠剤状・粉末状・カプセ 【中間記録情報】
ル状・顆粒状・液状の加工食品，植物抽出エキスを主原料とする錠剤状・粉末状・顆粒状・ ［審査］
2005.12.06 願書
カプセル状・液状の加工食品，ポリフェノールを含有する植物エキスを主原料とする錠剤
状・粉末状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品，食用油脂，植物性油脂，動物性油脂， 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
加工油脂，乳製品，ヨーグルト，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野
号)
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 2006.11.24 拒絶査定
かけ，なめ物，豆，食用たんぱく

29,32

55

指定商品・役務

29

【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8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.17 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+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定
【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1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.12.08 願書
2006.08.04 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
2006.11.10 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
【05】薬剤
【中間記録情報】
［審査］
【30】菓子及びパン
2005.12.08 願書
2005.12.08 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定
2007.11.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【05】薬剤，歯科用材料，衛生マスク，オブラート，ガーゼ
【中間記録情報】
【29】ビタミン類・ミネラル類・アミノ酸類・糖類又はタンパク質類を主成分とする粒状・錠剤 ［審査］
状・カプセル状・顆粒状・粉状・ペースト状・液体状の加工食品
2005.12.08 願書
2005.12.08 認定･付加情報
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，菓子及びパ
2006.02.15 刊行物等提出書
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
2006.03.15 認定･付加情報
2006.03.24 刊行物等提出による通知書
2006.08.04 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))
2006.11.10 拒絶査定
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No.

60

61

62

商標（見本）

商標

Ｍｒ．Ｋｉｍｃｈｉ

太陽の味

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.09 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)
2006.10.04 手続補正書
2006.10.04 意見書
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.10 拒絶査定

31

【31】野菜，果実

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.07.03 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

30,43

【30】穀物の加工品，ぎょうざ，べんとう，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まん 【中間記録情報】
じゅう，ハンバーガー，ピザ，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， ［審査］
2005.11.28 願書
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，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップ 2005.12.15 職権訂正履歴(職権訂正)
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 2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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，アーモンド
ペースト
2006.11.17 拒絶査定
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，カーテンの貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用加熱調理機
械器具の貸与，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
【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 2005.12.13 願書
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2005.12.13 認定･付加情報
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.08.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.11.27 拒絶査定
用グルテン
【29】卵
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2005-115327
標準

通常 2005-116591

ＡＳＡＨＩＫＡＷＡ∞ＺＯＯ ＳＴＲＥ
ＥＴ∞動物園通り＼ひらまつ屋 通常 2005-116600
＼ＨＩＲＡＭＡＴＵ－ＹＡ

野菜と食べよう

通常:
2005-116692
標準
29

64

温泉くろたまご∞くろたまご＼塩
通常 2005-119075
味風味

29

65

アガリクスハイパー＼ＡＧＡＲＩＣ
通常 2005-119091
ＵＳ ＨＹＰＥＲ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】キムチ
【30】キムチを含む菓子，キムチを含むパン，キムチを含むべんとう，キムチを含むサンド
イッチ

30
63

指定商品・役務

29,30

【29】アガリクスを主成分とし錠剤状・顆粒状・粉状・カプセル状・液状・ゼリー状・クッキー状 【中間記録情報】
の加工食品
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 意見書
2006.10.10 手続補足書
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.13 拒絶査定
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No.

66

67

68

69

70

71

72

商標（見本）

商標

低トランス脂肪酸マーガリン

竹炭解毒

Ｂａｎａｎａ Ｇａｒｄｅｎ

ＣＬＥＡＲ ＢＬＡＣＫ＼クリアブ
ラック

ＭＥＤＩＵＭ＼ミディアム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】食用油脂，乳製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 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)
2006.11.10 拒絶査定
2006.11.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】竹炭を主成分とする粉末状・カプセル状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.01.19 手続補正書
2006.02.23 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)
2006.11.10 拒絶査定

31

【31】バナナ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.02 拒絶査定

通常 2005-119180

通常 2005-119601

通常 2005-119614

通常 2005-119929

通常 2005-119930

ＤＥＭＩＴＡＳＳＥ ＳＴＹＬＥ＼デミ
通常 2005-119931
タススタイル

抗酸化値

通常:
2005-119964
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.

73

74

75

商標（見本）

商標

トムヤムまん

白こく

アンチエイジングサプリメント

種別 出願番号

区分

ブラートヴルスト

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

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
2005.12.22 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.01.10 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
2006.08.11 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)
2006.09.19 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 2006.09.19 意見書
2006.09.19 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
2006.09.19 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
2006.09.19 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
2006.09.19 手続補足書
2006.09.19 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
2006.09.22 認定･付加情報
2006.09.22 認定･付加情報
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
2006.10.18 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶査定
2007.02.06 手続補正書(方式)
2007.02.06 手続補足書
2007.07.20 意見書
2007.07.20 手続補足書
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及 【中間記録情報】
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，植物性油脂，動物性油脂，加工 ［審査］
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
2005.12.22 願書
豆腐，こんにゃく，豆乳，納豆，食用たんぱく
2006.01.05 認定･付加情報
2006.07.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2005-120188
標準

通常:
2005-120275
標準

通常:
2005-120287
標準

通常:
2005-120354
標準

32
77

三段峡

【32】ミネラルウォーター

通常:
2005-120438
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】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 2005.12.21 願書
2006.03.08 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
2006.04.07 認定･付加情報
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.04.11 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
2006.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
用グルテン
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

29

76

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.08.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.08 拒絶査定

【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)
2006.11.10 拒絶査定
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No.

78

79

80

81

82

83

84

商標（見本）

商標

とちおとめ

おつかれさまのその後に。

からだうるおう＼からだ潤う

猫印優品

犬印優品

エピセサミン

麦の実

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】乳製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 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］
2005.12.26 願書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.27 拒絶査定

31

【31】愛玩動物用飼料その他の飼料，生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きて 【中間記録情報】
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
［審査］
ば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，飼料用たんぱく，種子類，木，草，芝，ドライフラ 2005.12.26 願書
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 2005.12.27 認定･付加情報
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
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

31

【31】愛玩動物用飼料その他の飼料，生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きて 【中間記録情報】
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
［審査］
ば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，飼料用たんぱく，種子類，木，草，芝，ドライフラ 2005.12.26 願書
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 2005.12.27 認定･付加情報
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
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

29

【29】ゴマ抽出物を主原料とした液状・粉状・顆粒状・錠剤状又はカプセル入りの加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.08.08 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))
2006.11.27 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.27 拒絶査定

通常:
2005-120493
標準

通常:
2005-120919
標準

通常 2005-120989

通常:
2005-121121
標準

通常:
2005-121122
標準

通常:
2005-121828
標準

通常:
2005-121921
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）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.08.29 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))
2006.11.28 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，みそ，ウースターソース，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，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，パン生地，パイ生地，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，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，お好み焼き，菓子及びパン，製菓・製パン用チョコレート，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，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホ
イップクリーム用安定剤，酒かす，大豆乃至大豆成分を主原料とする固形・粉末状・顆粒
【30】菓子及びパン

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.02.21 刊行物等提出書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.03.28 刊行物等提出による通知書
2006.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

30

【30】肉まんじゅう，菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.02.21 刊行物等提出書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.28 刊行物等提出による通知書
2006.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

30

【30】そばのめん，即席そばのめん，中華そばのめん，即席中華そばのめん

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.03.08 刊行物等提出書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.04.10 刊行物等提出による通知書
2006.04.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.16 拒絶査定

30

85

86

87

88

89

90

ギャバの力

賀正パン

抹茶大納言

ピーナツフィンガー

西洋風肉まん

更科九割そば

通常:
2005-122363
標準

通常:
2005-122409
標準

通常:
2005-122410
標準

通常:
2005-122411
標準

通常:
2005-122413
標準

通常 2005-122756

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2005.12.28 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.28 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

91

92

93

商標（見本）

商標

酸素水Ｏ２

ウイグル豆乳

ヘルシー寒天麺

種別 出願番号

95

97

98

健康サプリ麺

サプリ麺

緑茶カテ麺

【29】豆，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， 【中間記録情報】
［審査］
油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用タンパク
2005.12.16 願書
2006.02.17 手続補正指令書(出願)
2006.08.04 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))
2006.11.10 拒絶査定

29

【29】中華めん状の寒天

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

29

【29】豚肉，肉製品，保存処理をした肉製品，ハム，ソーセージ，レバー，レバーパテ，レ
バーペースト，食用ラード，食用油，食用脂，コロッケ，骨油，ブラッドソーセージ，ベーコン，
食用獣類の髄，食用油脂製造用の脂肪質性物質，食用ゼラチン，肉エキス，スープのも
と，スープ，肉ゼリー，肉の缶詰，塩漬肉，かす漬け肉，みそ漬け肉，乾燥肉，肉のつくだ
に，肉の瓶詰，豚汁，乾燥豚汁，パック入り豚汁

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.08.04 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))
2006.11.10 拒絶査定
2007.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

31

【31】あわ、ごま、そば、とうもろこし、ひえ、麦、いも類、籾米、もろこし、麦芽、ホップ、獣類・
鳥類および昆虫類（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
草、盆栽、生け花の花輪、飼料用たんぱく

30

【30】穀物の加工品，食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品，食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品，食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

通常 2005-123377

通常:
2005-123407
標準

通常:
2005-123490
標準

通常:
2005-123491
標準

通常:
2005-123492
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 2005-122963

つなんポーク＼ＴＳＵＮＡＮ ＰＯ
通常 2005-123406
ＬＫ

96

指定商品・役務
【32】飲料水

通常 2005-122879

94

大正メークイン

区分
32
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.30 願書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.13 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

99

100

101

102

103

104

105

106

商標（見本）

商標

亜麻リグ麺

胡麻リグ麺

健康草茶

茂野江戸そば八割

国後島の水

知床紅葉肉

ロハスライフ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】穀物の加工品，食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品，食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 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)
2006.11.17 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)
2006.11.17 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 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)
2006.11.17 拒絶査定

32

【32】飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

29

【29】鹿肉

【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)
2006.11.17 拒絶査定

03,29,30

【03】洗浄剤および化粧品
【29】加工した野菜その他の食用園芸作物
【30】加工した植物性の食品および調味料

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.10 拒絶査定

29

【29】寒天

【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)
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2005-123493
標準

通常:
2005-123494
標準

通常 2005-123554

通常:
2005-123661
標準

通常:
2005-123721
標準

通常 2005-123776

通常 2005-123777

さっと使える＼寒天＼ダイエット 通常 2005-123837

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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）２００６．１１.xls
No.

107

108

109

商標（見本）

商標

石臼挽き七割

鮮度実感

牛づくし

種別 出願番号

区分

八戸せんべい汁本舗

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 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
2006.05.18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 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］
2006.01.04 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.28 意見書
2006.09.28 手続補足書
2006.10.27 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶査定
2007.02.14 手続補正書(方式)
2007.02.14 手続補足書
2007.10.30 登録料納付
2008.04.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.01 登録査定書
2007.10.30 設定納付書
2007.12.04 登録証

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 2006.01.04 願書
2006.08.22 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
2006.11.28 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】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，菓子及びパン（せんべい及びせんべいを用いた菓子を除く。），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 2006.01.04 願書
2006.01.04 認定･付加情報
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
2006.02.21 刊行物等提出書
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， 2006.03.22 刊行物等提出による通知書
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， 2006.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
2006.03.22 認定･付加情報
【43】せんべい汁の提供，飲食物の提供（せんべい汁の提供を除く。）
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 意見書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.11.15 拒絶査定

通常:
2005-123841
標準

通常:
2006-000011
標準

通常:
2006-000048
標準

通常:
2006-000087
標準

29
111

§１．２．３．∞サプリ＼シリーズ 通常 2006-000097

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】即席そばのめん，即席中華そばのめん，そばのめん，中華そうめんのめん

30,43

110

指定商品・役務

30

【29】乳酸菌を主成分とする粉末状・顆粒状・液体状の加工食品，小麦胚芽・大豆発酵抽出
エキスを主成分とする粉末状・顆粒状・液体状の加工食品，ノニを主材とする粉末状・顆粒
状・液体状の加工食品，プロポリスを主成分とする粉末状・顆粒状・液体状の加工食品，メ
シマコブを主材とする粉末状・顆粒状・液体状の加工食品，チャーガを主原料とする粉末
状・顆粒状・液体状の加工食品，アガリクスを主原料とする粉末状・顆粒状・液体状の加工
食品，
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.05 願書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.08.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.28 拒絶査定
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No.

112

113

114

115

116

117

商標（見本）

商標

デザイン犬

デザイナー犬

山梨生まれの香しいワイン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】犬，犬用飼料，犬用飼料たんぱく，犬の精液，犬の繁殖，犬の販売

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.17 拒絶査定

31

【31】犬，犬用飼料，犬用飼料たんぱく，犬の精液，犬の繁殖，犬の販売

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.17 拒絶査定

33

【33】ワイン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.08.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.07 拒絶査定

33

【33】ワイン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.08.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.07 拒絶査定

32

【32】飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【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)
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2006-000531
標準

通常:
2006-000532
標準

通常:
2006-000633
標準

かんじゅく＼甘熟ぶどうの＼お
通常 2006-000637
いしい＼ワイン

３０品目野菜

稲取温泉 はさみ岩

通常:
2006-000835
標準

通常 2006-001090

03,05,16,29,30,31,3 【03】せっけん類，歯磨き，化粧品
【05】薬剤
2
118

灯盞細辛

通常:
2006-001127
標準

29
119

いなりめしの素

通常:
2006-001140
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

【中間記録情報】
［審査］
【16】印刷物
2006.01.11 願書
【29】キク科の植物またはそのエキスを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・カプセル状・顆 2006.08.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
粒状・液状及びゼリー状にした加工食品
項16号)
【30】キク科の植物を主原料とする茶及びティーバッグ状の茶
2006.11.02 拒絶査定
【31】茶の葉
【32】キク科の植物を使用した清涼飲料，キク科の植物を使用した果実飲料
【29】短冊状の味付けした油揚げを主材料とする混ぜごはんの素
【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)
2006.11.14 拒絶査定
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No.

120

121

122

123

124

125

126

商標（見本）

商標

むえんすづけ

博多めし＼はかためし

カヤスプレッド

シンガポールカヤ

図形商標

ペットフードのソムリエ

免疫グロブリーナ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】加工野菜及び加工果実

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.08.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 拒絶査定

30

【30】調味料，すし，べんとう

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.03.09 刊行物等提出書
2006.04.10 刊行物等提出による通知書
2006.08.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定

29

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，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，
卵とココナッツクリームを主原料とするペースト状加工食品

29

【29】卵とココナッツクリームを主原料とするシンガポール産ペースト状加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2006.09.14 手続補正書
2006.09.14 意見書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.30 意見書
2006.11.02 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第4条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 意見書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.30 意見書
2006.11.02 拒絶査定

29

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及 【中間記録情報】
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は ［審査］
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
2006.01.12 願書
腐，納豆，食用たんぱく
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.09 拒絶査定

31

【31】ペットフード

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

29,30

【29】乳製品，豆乳，お茶漬けのり，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリームのもと，シャーペットのもと，即席菓子のもと

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.29 拒絶査定

通常:
2006-001176
標準

通常 2006-001283

通常:
2006-001486
標準

通常:
2006-001487
標準

通常 2006-001647

通常:
2006-001856
標準

通常:
2006-002011
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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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

127

焼きレシピ

通常:
2006-002153
標準

30

128

129

130

131

132

ゆずジュレ＼柚子ジュレ＼柚
ジュレ＼ユズジュレ

ジェリー

通常 2006-002208

指定商品・役務

30

【30】和洋菓子

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.10 手続補正指令書(出願)
2006.02.27 手続補正書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

30

【30】柚子を加味した和洋菓子

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.10 手続補正指令書(出願)
2006.02.27 手続補正書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.03.13 刊行物等提出書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.06.02 刊行物等提出による通知書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 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】
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
2006.01.17 願書
め物，豆，食用たんぱく
2006.01.17 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
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ 項16号)
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.11.24 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
2008.05.12 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

通常 2006-002209

ゆずジェリー＼柚子ジェリー＼
通常 2006-002210
柚ジェリー＼ユズジェリー

おこちゃま

乾杯おつまみ

通常:
2006-002357
標準

通常:
2006-002634
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
2006.01.16 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2006.01.16 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
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ 項16号)
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.11.10 拒絶査定
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
【30】柚子を加味した和洋菓子
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.10 手続補正指令書(出願)
2006.02.27 手続補正書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
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No.

133

134

135

136

137

商標（見本）

商標

龍神の自然水

山梨生まれのワイン

ソフトクッキー″くちどけ″

美白

若水

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】ミネラルウォーター，ナチュラルウォーター

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 拒絶査定

33

【33】ワイン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 拒絶査定

30

【30】クッキー

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.28 拒絶査定

29

【29】ヘスペリジン・アスタキサンチン・はと麦・オリーブ葉・アーモンド・水蛭を主成分とする 【中間記録情報】
粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品
［審査］
2006.01.18 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.20 意見書
2006.09.20 手続補足書
2006.11.10 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

通常:
2006-002815
標準

通常:
2006-002860
標準

通常 2006-002946

通常 2006-003111

通常 2006-003126

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.01.18 願書
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,29,30,32

138

139

140

141

142

143

健やかな明日のために

いももなか＼芋最中

冷え冷え

冷え冷えカップ

至福の味わい

フレーバーコーヒー

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.05 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定
2007.11.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

30

【30】茶，コーヒー及びココア

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.08.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.14 拒絶査定

30

【30】コーヒー

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.08.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.13 拒絶査定

通常:
2006-003703
標準

通常 2006-004021

通常:
2006-004321
標準

通常:
2006-004323
標準

通常:
2006-004486
標準

通常:
2006-005092
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，歯科用材料，医療用油脂，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳
帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包
帯，包帯液，胸当てパッド，医療用腕環，失禁用おしめ，人工受精用精液，乳児用粉乳，乳
糖，はえ取り紙，防虫紙，ナトリウムの補給を目的とした食餌療法用食品，咀嚼嚥下障害
者用食品，離乳用加工食品，離乳育児用清涼飲料
【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（「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，
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，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
【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
【30】菓子及びパン
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定
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No.

144

145

146

147

商標（見本）

商標

国立ファーム

国立ファーム

国立ファーム

国立ファーム

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
2006.01.25 願書
乳，豆腐，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，
2006.01.25 認定･付加情報
豆，食用たんぱく
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 意見書
2006.10.27 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定
2007.09.28 登録料納付
［登録］
2007.09.10 登録査定書
2007.09.28 設定納付書
2007.10.16 登録証

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，食用香料 【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 2006.01.25 願書
2006.01.25 認定･付加情報
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.01.27 職権訂正履歴(職権訂正)
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
2006.02.03 職権訂正通知書(職権訂正)
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
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
用グルテン
2006.10.27 意見書
2006.10.27 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定
2007.09.28 登録料納付
［登録］
2007.09.10 登録査定書
2007.09.28 設定納付書
2007.10.16 登録証

31

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.30 意見書
2006.10.30 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定
2007.09.28 登録料納付
［登録］
2007.09.10 登録査定書
2007.09.28 設定納付書
2007.10.16 登録証

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］
2006.01.25 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.30 意見書
2006.10.30 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定
2007.09.28 登録料納付
［登録］
2007.09.10 登録査定書
2007.09.28 設定納付書
2007.10.16 登録証

通常:
2006-005270
標準

通常:
2006-005271
標準

通常:
2006-005272
標準

通常:
2006-005273
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.

148

149

150

151

152

153

154

商標（見本）

商標

ブアメラ

クリスマス島の海の塩

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】Ｐａｎｄａｎｕｓ，Ｃｏｎｏｉｄｅｕｓ，Ｌａｍの果実より抽出したオイルを原料としたカプセル状の 【中間記録情報】
［審査］
加工食品
2006.01.16 願書
2006.08.18 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))
2006.11.17 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

30,32

【30】茶，コーヒー及びココア
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，ビール，ビール製造用ホップエキス

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.08.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

30

【30】和菓子としての栗きんとん

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.03.20 刊行物等提出書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.04.25 刊行物等提出による通知書
2006.04.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

29

【29】ふりかけ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.08.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

29

【29】ふりかけ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.08.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2006-006507
標準

通常 2006-006523

ＳＡＬＥ ｄｉ ＲＯＣＣＩＡ＼サーレ・
通常 2006-006525
ディ・ロッチャ

ＢＩＯＧＥＮＩＣＳ＼ビオジェニクス 通常 2006-006650

§中津川 栗＼きん＼とん

通常 2006-006765

フレッシュサラダ＼ふ・り・か・け 通常 2006-006940

ロハス！な＼トッピングふりか
け

通常 2006-006942

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

155

ロハス！な＼サラダふりかけ

通常 2006-006944

29

156

157

158

カップデリカ

山吹色の＼お菓子

エクストラビター

通常 2006-006947

こらうまか

【30】お菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.02.17 手続補正指令書(出願)
2006.02.27 上申書
2006.03.28 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)
2006.09.26 意見書
2006.11.10 拒絶査定

30

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.03.03 手続補正指令書(出願)
2006.04.03 手続補正書(方式)
2006.05.01 認定･付加情報
2006.08.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.24 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.17 意見書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

通常 2006-006957

通常 2006-007212

通常 2006-007517

30

160

たこ焼きおにぎり

通常:
2006-007944
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］
2006.01.16 願書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.08.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.17 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
2006.01.16 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.02.24 手続補正指令書(出願)
め物，豆，食用たんぱく
2006.03.01 手続補正書(方式)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定
2006.12.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

30
159

指定商品・役務
【29】ふりかけ

【30】おにぎり，たこ入りおにぎり，たこ焼き風味のおにぎり，焼きおにぎり，だんご，たこ入り 【中間記録情報】
［審査］
焼き菓子
2006.02.01 願書
2006.02.03 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)
2006.10.24 手続補正書
2006.10.24 意見書
2006.10.24 認定･付加情報
2006.10.24 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定
2007.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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29

161

162

163

164

はだのさぷり

唐崎

ミソマヨ

ｎｏｃｃｉｏｌａ ｃｉｏｃｃｏｌａｔｏ

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 意見書
2006.10.23 手続補足書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.22 拒絶査定

30

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.08 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)
2006.10.24 意見書
2006.10.24 認定･付加情報
2006.11.10 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， 2006.02.08 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 2006.03.13 手続補正指令書(出願)
2006.04.10 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 2006.05.11 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
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)
2006.11.27 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:
2006-008889
標準

通常:
2006-009208
標準

通常:
2006-009350
標準

通常 2006-010145

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】化石サンゴのカルシウム粉末を主材料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼ
リー状・チュアブル状及び錠剤型の加工食品，エイコサペンタエン酸を主材料とする粉末
状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼリー状・チュアブル状及び錠剤型の加工食品，ドコサヘキ
サエン酸を主材料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼリー状・チュアブル状及び錠
剤型の加工食品，エビ・カニ等の甲殻類から抽出されたキトサンを主材料とする粉末状・顆
粒状・カプセル状・液状・ゼリー状・チュアブル状及び錠剤型の加工食品，その他の食物繊
維を主材料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼリー状・チュアブル状及び錠剤型の
加工食品，海藻を主材料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼリー状・チュアブル状
及び錠剤型の加工食品，イチョウの葉を主材料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・
ゼリー状・チュアブル状及び錠剤型の加工食品，スピルリナを主材料とする粉末状・顆粒
状・カプセル状・液状・ゼリー状・ゼリー状・チュアブル状及び錠剤型の加工食品，プルーン
又はプルーンエキスを主材料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼリー状・チュアブ
ル状及び錠剤型の加工食品，ハーブを主材料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼ
リー状・チュアブル状及び錠剤型の加工食品，大豆・大豆タンパク・大豆レシチン又は大豆
サポニンを主材料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼリー状・チュアブル状及び錠
剤型の加工食品，乳酸菌（生菌）を主材料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼリー
状・チュアブル状及び錠剤型の加工食品，オリゴ糖を主材料とする粉末状・顆粒状・カプセ
ル状・液状・ゼリー状・チュアブル状及び錠剤型の加工食品，ビタミンＥ含有の植物性油
脂，ビタミンＣを主材料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼリー状・チュアブル状及
び錠剤型の加工食品，各種ビタミンを主成分とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼ
リー状・チュアブル状及び錠剤型の加工食品，各種ミネラルを主成分とする粉末状・顆粒
状・カプセル状・液状・ゼリー状・チュアブル状及び錠剤型の加工食品，ガンマ－リノレン酸
を主材料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゼリー状・チュアブル状及び錠剤型の加
【30】菓子及びパン
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【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)
2006.10.24 意見書
2006.10.24 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
31／37

３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

165

166

167

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 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)
2006.08.23 意見書
2006.08.23 代理人受任届
2006.08.28 手続補足書
2006.09.06 認定･付加情報
2006.09.25 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶査定

29

【29】乳製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.24 意見書
2006.11.10 拒絶査定
2006.12.13 手続補正書(方式)
2007.12.22 登録料納付
［登録］
2007.12.12 登録査定書
2007.12.22 設定納付書
2008.01.22 登録証

29

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.09.29 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))
2006.10.16 手続補正書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定
2007.07.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ＫＡＭＡＹＡＫＩＴＯＲＩ＼ＨＯＮＰＯ
通常 2006-010367
＼釜焼鳥本舗∞釜焼鳥

信州ミルク工房

カリッとふんわり

マクロビ

通常:
2006-011002
標準

通常:
2006-012116
標準

分割:
2006-012146
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】肉製品
【43】やきとり料理を主とする飲食物の提供

29,31,32

168

指定商品・役務

29,43
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.07.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.06 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

169

170

171

172

173

商標（見本）

商標

古代酒＼ＫＯＤＡＹＳＨＵ

ゴマチョコマシュマロ

くるみのキャラメリゼ

ゲルマデダイエット

￠Ｄｅｌｉｃｅ＼デリス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【33】日本酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.03.31 出願人名義変更届
2006.03.31 手続補足書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.24 手続補正書
2006.10.24 意見書
2006.11.10 拒絶査定
2007.02.01 手続補正書
2007.11.15 登録料納付
［登録］
2007.10.17 登録査定書
2007.11.15 設定納付書
2007.12.04 登録証

30

【30】マシュマロ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.22 手続補正書
2006.11.22 意見書
2006.11.28 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.10.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.16 意見書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶査定

29

【29】有機ゲルマニウムを主原料とする粉状・顆粒状・錠剤状・液状・ゼリー状・カプセル状
の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.13 意見書
2006.11.13 認定･付加情報
2006.11.20 拒絶査定

29

【29】ビタミン・ミネラル・コラーゲン・ヒアルロン酸・コンドロイチン等のムコ多糖類・グルコサ 【中間記録情報】
ミン・アミノ酸・酵母・植物発酵液・ポリフェノール・大豆抽出エキス末・たんぱく質等を原料 ［審査］
に含む粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品
2006.02.23 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.09 意見書
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定

通常 2006-014717

通常 2006-014994

通常:
2006-015207
標準

通常:
2006-015528
標準

通常 2006-015794

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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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2008/8/12
33／37

３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

174

175

商標（見本）

商標

黒麹黒豚

マルチザイム

種別 出願番号

区分

177

178

179

§Ｈｉｒｏｔａ

そうめん巻き寿司

そうめんまきずし

そうめん寿司

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.27 意見書
2006.11.29 拒絶査定
2007.03.08 手続補正書(方式)

29

【29】酵素を添加した食用油脂，酵素を添加した乳製品，酵素を添加した食肉，酵素を添加
した卵，酵素を添加した食用魚介類（生きているものを除く。），酵素を添加した冷凍野菜，
酵素を添加した冷凍果実，酵素を添加した肉製品，酵素を添加した加工水産物（「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。），酵素を添加したかつお節，酵素を添加した寒天，酵素を添加した削り節，酵素を添加
した食用魚粉，酵素を添加したとろろ昆布，酵素を添加した干しのり，酵素を添加した干し
ひじき，酵素を添加した干しわかめ，酵素を添加した焼きのり，酵素を添加した加工野菜及
び加工果実，酵素を添加した油揚げ，酵素を添加した凍り豆腐，酵素を添加したこんにゃ
く，酵素を添加した豆乳，酵素を添加した豆腐，酵素を添加した納豆，酵素を添加した加工
卵，酵素を添加したカレー・シチュー又はスープのもと，酵素を添加したお茶漬けのり，酵
素を添加したふりかけ，酵素を添加したなめ物，酵素を添加した豆，酵素を添加した食用た
【30】緑茶，松葉茶，枇杷の葉茶，ウコンを主原料とする茶，どくだみ茶，桑の葉茶，植物の
根を主原料とする茶，植物の茎を主原料とする茶，植物の葉を主原料とする茶，植物の花
を主原料とする茶，果実を使用した茶，その他の茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 手続補正書
2006.10.31 意見書
2006.11.02 意見書
2006.11.24 拒絶査定

30,43

【30】そうめんのめん，そうめんを使用したすし
【43】そうめんを使用した飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.04.17 刊行物等提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.26 刊行物等提出による通知書
2006.06.08 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

30,43

【30】そうめんのめん，そうめんを使用したすし
【43】そうめんを使用した飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

30,43

【30】そうめんのめん，そうめんを使用したすし
【43】そうめんを使用した飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

通常:
2006-017025
標準

通常:
2006-019257
標準

通常 2006-019364

通常:
2006-019394
標準

通常:
2006-019395
標準

通常:
2006-019396
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】豚肉，豚肉を原料とする肉製品

30

176

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.07 手続補正書
2006.11.07 意見書
2006.11.17 拒絶査定
2006.12.29 代理人辞任届
2007.09.20 登録料納付
2008.03.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.31 登録査定書
2007.09.20 設定納付書
2007.10.09 登録証

2008/8/12
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３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

180

181

182

商標（見本）

商標

伊勢海老ラーメン

篤農家のお米

元気根っこ＼げんきねっこ

種別 出願番号

区分

元気になるごはん

30

【30】米，米粉，強化米，乾燥飯，うどんのめん，もち，米飯の缶詰，おにぎり，すし，べんと 【中間記録情報】
う，米を用いた即席菓子のもと，酒かす，米を使用した菓子及びパン，米を主原料とする液 ［審査］
2006.03.07 願書
状・粉末状・錠剤状・粒状・顕粒状・ペースト状・カプセル状の加工食品
2006.10.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 意見書
2006.11.28 拒絶査定

01,29,30,31

【01】化学品，培養微生物（医療用及び獣医科用のものを除く。），汚水浄化用微生物，生 【中間記録情報】
ゴミ分解用微生物，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 ［審査］
類，汚水浄化剤，土壌改良剤，微生物を用いてなる汚泥分解剤，生ゴミ処理用分解剤，微 2006.03.10 願書
生物を用いてなる堆肥化促進剤，農作物成長促進剤，微生物を用いてなる油脂分解剤，
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
微生物を用いてなる悪臭除去剤，肥料
条1項11号を除く))
【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 2006.11.09 手続補正書
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
2006.11.09 意見書
2006.11.28 拒絶査定
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，海藻類，野菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，
【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］
2006.03.14 願書
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，持
ち帰り用調理済みの丼物，持ち帰り用調理済みのうどん，持ち帰り用調理済みのカレーラ 2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 意見書
イス，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
2006.11.10 拒絶査定
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 2006.12.20 手続補正書(方式)
類，食用グルテン
2007.10.17 登録料納付
［登録］
【43】飲食物の提供
2007.09.19 登録査定書
2007.10.17 設定納付書
2007.11.13 登録証

通常:
2006-019730
標準

通常 2006-020227

通常 2006-021603

通常 2006-022716

16,33,38

184

採れたて梅酒

【16】印刷物，書画
【33】日本酒，洋酒，果実酒
【38】放送

通常 2006-024028

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】穀物の加工品
【43】飲食店における飲食物の提供

30,43

183

指定商品・役務

30,43

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.03.22 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)
2006.11.10 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.24 手続補正書
2006.07.21 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.28 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.17 拒絶査定

2008/8/12
35／37

３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

185

186

187

188

189

190

商標（見本）

商標

海の駅 つぶてヶ浦

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール
【44】有料便所の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.30 手続補正書
2006.08.30 意見書
2006.11.10 拒絶査定

30

【30】禅食を原料としている茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.04.01 認定･付加情報
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.27 手続補正書
2006.11.27 意見書
2006.11.28 認定･付加情報
2006.11.28 認定･付加情報
2006.11.30 拒絶査定

29

【29】食用油脂

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.10.19 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))
2006.11.27 手続補正書
2006.11.27 認定･付加情報
2006.11.30 拒絶査定
2007.02.14 手続補正書(方式)
2008.01.08 意見書

29,43

【29】食用魚介類（生きているものを除く。）
【43】飲食物の提供

29,43

【29】食用魚介類（生きているものを除く。）
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.17 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

30

【30】調味料，香辛料，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，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

通常 2006-024499

§仙草入り＼黒 豆 禅食 滋
通常 2006-024790
養 茶∞精 選＼穀 物

さらっとすっきり

まぐろや

超大トロ

健康和食

通常:
2006-024912
標準

通常:
2006-025015
標準

通常:
2006-025016
標準

通常:
2006-025114
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

32,44
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 意見書
2006.11.17 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定

2008/8/12
36／37

３条拒絶（食品）２００６．１１.xls
No.

191

192

193

194

195

商標（見本）

商標

和食健康

健やか和食

和食健やか

沖縄天ぷら

吉備ゆば

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】調味料，香辛料，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，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］
2006.03.22 願書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 意見書
2006.11.17 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定

30

【30】調味料，香辛料，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，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］
2006.03.22 願書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 意見書
2006.11.17 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定

30

【30】調味料，香辛料，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，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］
2006.03.22 願書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 意見書
2006.11.17 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定
2007.06.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29,43

【29】小麦粉、魚介類、野菜類等を材料とした天ぷら
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.05.11 手続補正書(方式)
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.17 拒絶査定

29

【29】ゆば

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.06.28 上申書
2006.06.28 物件提出書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.08.03 認定･付加情報
2006.09.07 刊行物等提出書
2006.10.10 刊行物等提出による通知書
2006.10.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.02 意見書
2006.11.02 認定･付加情報
2006.11.30 拒絶査定

通常:
2006-025115
標準

通常:
2006-025116
標準

通常:
2006-025117
標準

通常 2006-026612

通常:
2006-032263
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）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30,43

196

下北ラーメン

通常:
2006-038151
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【30】具としてチャーシュウ、メンマの他、味付けゆで卵及び刻みねぎを加えた中華そば麺， 【中間記録情報】
具としてチャーシュウ、メンマの他、味付けゆで卵及び刻みねぎを加えた即席中華そば麺 ［審査］
2006.04.25 願書
【43】具としてチャーシュウ、メンマの他、味付けゆで卵及び刻みねぎを供えた中華そば麺
2006.04.26 認定･付加情報
の提供
2006.07.03 刊行物等提出書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.08 刊行物等提出による通知書
2006.08.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 手続補正書
2006.11.01 意見書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶査定
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