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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）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

4

5

商標

Ｏｆｆ－Ｄｒｙ

サイエンス

白山菊酒

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

33

区分
【33】果実酒

29,30

【29】ビタミン等を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状
の加工食品，水産物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・
ゼリー状・液状の加工食品，豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒
状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，納豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カ
プセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，植物油の抽出物を主原料にした粉末
状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，牛乳抽出精製物を主
原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，食物繊
維を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，
ペプチドを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工
食品，植物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加
工食品
【30】調味料，香辛料，菓子及びパン，穀物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプ
セル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.28 願書
2005.05.11 認定･付加情報
2006.03.02 伺い書
2006.03.10 伺い回答書
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.20 上申書
2006.05.15 上申書
2006.05.31 意見書
2006.12.19 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.13 願書
2005.05.13 認定･付加情報
2005.11.29 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2005.12.27 手続補正書
2005.12.27 意見書
2005.12.28 認定･付加情報
2005.12.28 認定･付加情報
2006.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.13 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

03,05,29,30,32

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き
【中間記録情報】
【05】薬剤
［審査］
【29】アジアンハーブを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・粒状・チュアブル 2005.06.15 願書
状・ゲル状・液状の加工食品
2005.06.15 認定･付加情報
【30】茶，菓子及びパン，即席かゆ
2005.10.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.01.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【32】清涼飲料，果実飲料
2006.06.23 出願人名義変更届
2006.06.27 手続補正書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定
2007.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】さばの加工水産物

通常:
2005-039028
標準

通常:
2005-041762
標準

通常:
2005-050446
標準

デイリーデトックス＼ＤａｉｌｙＤｅｔｏ
通常 2005-053904
ｘ

金華鯖

通常 2005-055622

※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］
2005.05.24 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.10 意見書
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.07 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.02.10 手続補正書
2006.04.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.01 拒絶査定
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No.

商標（見本）

6

7

8

9

商標

種別 出願番号

区分

阿知須牛

龍ヶ崎錦

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.06.28 願書
2006.02.01 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
2006.03.13 意見書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.12.06 拒絶査定
用グルテン

29

【29】牛肉，しゃぶしゃぶ用牛肉，牛すじ，牛たん，牛の内臓，牛肉を用いた肉製品，牛肉の 【中間記録情報】
かす漬け，乾燥させた牛肉，牛たんを用いた肉製品，牛肉とじゃがいも入りのコロッケ，牛 ［審査］
2005.06.28 願書
肉コロッケ，牛肉の缶詰，牛肉の瓶詰め，牛肉の燻製，牛肉味噌漬，牛乳，牛乳製品，牛
2006.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
肉を用いたカレー・シチュー又はスープのもと，牛脂
2006.03.14 意見書
2006.03.14 手続補足書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.07.04 出願人名義変更届
2006.07.04 上申書
2006.07.04 手続補足書
2006.08.03 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶査定
2006.12.27 手続補正書
2007.03.01 手続補正書
2007.03.01 手続補足書
2007.11.30 登録料納付
［登録］
2007.11.06 登録査定書
2007.11.30 設定納付書
2007.12.18 登録証

30

【30】コーヒーおよびココア，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】
く。），米，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品，サンドイッチ，すし， ［審査］
2005.06.25 願書
ピザ，べんとう，ミートパイ，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
2005.07.15 認定･付加情報
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，
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
氷，酒かす
号)
2006.12.22 拒絶査定
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く），肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・ 【中間記録情報】
削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く），かつお ［審査］
2005.06.25 願書
節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり，
2005.07.28 認定･付加情報
豆，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カ
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
レー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬のり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こん
項16号)
にゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく
2006.12.22 拒絶査定

通常:
2005-058727
標準

通常:
2005-058862
標準

通常:
2005-062778
標準
29

10

なめこだし

通常 2005-062796

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

中間記録

【29】アジアンハーブを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・粒状・チュアブル 【中間記録情報】
［審査］
状・ゲル状・液状の加工食品，カレー・シチュー又はスープのもと
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2005.10.28 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.06.23 出願人名義変更届
2006.06.27 手続補正書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

ＤｅｉｌｙＤｅｔｏｘ＼デイリーデトック
通常 2005-057426
ス

柿落花生

指定商品・役務

29
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No.

11

12

13

14

商標（見本）

商標

パーフェクトアミノ

種別 出願番号

区分

キタノカオリ

30

【30】コーヒー及びココア，茶，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.07.04 願書
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，氷
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

29

【29】卵，加工卵

30

【30】穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハン 【中間記録情報】
［審査］
バーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，即席菓子のもと
2005.07.29 願書
2005.07.29 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 手続補足書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 意見書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，調味料，香辛料，アイス 【中間記録情報】
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 ［審査］
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう， 2005.07.29 願書
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，
2005.07.29 認定･付加情報
即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グル 2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
テン
号)
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 手続補足書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 意見書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

通常 2005-065212

通常 2005-067524

通常:
2005-070222
標準

30

15

ハルヨコイ

通常:
2005-070223
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】大豆を主成分とした粉状・錠剤型の加工食料品

ＡＳＳＯＲＴ ＢＯＴＴＬＥ＼アソー
通常 2005-065903
トボトル

贅沢たまご

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.04 願書
2005.08.26 手続補正指令書(出願)
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.03.27 意見書
2006.10.06 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
2006.10.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.08 拒絶査定
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No.

16

17

18

19

20

商標（見本）

商標

うの瀬

十全烏骨鶏卵

粗茶ですが

初乳のチカラ。＼ラクトフェリン

祝乾杯

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】遠敷川の伏流水を使用した飲用水

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 手続補正書
2006.04.07 手続補足書
2006.04.07 意見書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶査定

29

【29】烏骨鶏の卵・烏骨鶏の卵を用いた加工卵

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2005.08.29 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)
2006.12.22 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

29

【29】ラクトフェリンを含有する乳製品，ラクトフェリンを主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠 【中間記録情報】
［審査］
剤状・カプセル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品
2005.08.31 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.24 意見書
2006.05.24 手続補足書
2006.06.21 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
2007.03.01 手続補正書
2007.03.01 手続補足書
2008.01.25 登録料納付
［登録］
2007.12.18 登録査定書
2008.01.25 設定納付書
2008.02.12 登録証

32,33

【32】ビール，果実飲料，乳清飲料
【33】日本酒，洋酒，薬味酒

通常 2005-070304

通常:
2005-072951
標準

通常:
2005-081056
標準

通常 2005-081488

通常 2005-082648

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

中間記録

32
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.09.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.03 手続補正書(方式)
2005.11.10 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定
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No.

21

22

23

24

25

26

商標（見本）

商標

おいしさそのまま 宅配便

美肌菜

めぶ＼芽吹きピーナッツ

名水ここにあり

ここに名水あり

山内家ゆかりの酒

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと， 【中間記録情報】
［審査］
シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッ
チ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ， 2005.09.08 願書
ミートパイ，ラビオリ，冷凍した調理済みのまぜご飯，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベー 2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.17 意見書
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
2006.07.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
用粉類，食用グルテン
2006.10.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.08 拒絶査定

31

【31】野菜（「茶の葉」を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.10.12 手続補正書
2005.11.11 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)
2006.12.05 拒絶査定

31

【31】未加工のピーナッツ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.22 拒絶査定

32

【32】飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.10.12 認定･付加情報
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 意見書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.06.21 手続補足書
2006.07.20 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶査定

32

【32】飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.10.12 認定･付加情報
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 意見書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.06.21 手続補足書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.10.14 手続補足書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.06.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.11 意見書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.12.28 拒絶査定

通常:
2005-084358
標準

通常:
2005-087444
標準

通常 2005-093320

通常:
2005-094551
標準

通常:
2005-094553
標準

通常 2005-096080

※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）２００６．１２.xls
No.

27

28

29

30

商標（見本）

商標

ｎｏ ａｎｉｍａｌ＼ノン アニマル

乳酸菌の力＼ちから

もちチップ

デトックスダイエット

種別 出願番号

区分

ＯＳキトン

29

【29】腸内有効菌とその培養エキスを主原料とする顆粒状・粒状・液状・カプセル状加工食 【中間記録情報】
［審査］
品
2005.10.05 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 意見書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

30

【30】食用粉類，穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.03.13 刊行物等提出書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.05.12 刊行物等提出による通知書
2006.05.26 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

29

【29】デキストリンを主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー
状の加工食品，大根の実・麻の実・エビスグサの実・クコの実・サンザシ等を主成分として
なる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品，ビタミンを主成
分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品，薬草を
主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品，コ
ラーゲンを主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加
工食品，たんぱく質を主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼ
リー状の加工食品，アミノ酸を主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・
粉状・ゼリー状の加工食品，糖類を主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル
状・粉状・ゼリー状の加工食品，ミネラルを主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カ
プセル状・粉状・ゼリー状の加工食品，植物エキスを主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒
状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品，動物エキスを主成分としてなる錠剤状・
粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品，食物繊維を主成分としてなる
錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品，酵素を主成分として
なる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品，植物性油脂を主
成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加工食品，ヒア
ルロン酸を主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状の加
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，
【31】家畜飼料用添加物（医療用のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.25 拒絶査定

通常 2005-096737

通常 2005-098008

通常 2005-098489

通常:
2005-098815
標準

通常:
2005-099517
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】野菜を主原料としてなる粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状又は液
状の加工食品，発酵野菜及び発酵果実を主原料としてなる粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・
カプセル状・ペースト状又は液状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類
（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加
工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又は
スープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく

31
31

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 意見書
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

32

33

商標（見本）

商標

ファインクリア＼ｆｉｎｅｃｌｅａｒ

エクストラグリーンズ

種別 出願番号

区分

35

36

プラチナサプリ

たまり

さつまゴールド

29

【29】青汁を主原料とする粉末状・粒状・液状・錠剤状・顆粒状の加工食品，調理用青汁，
調理用青汁のもと

通常 2005-100138

通常 2005-100142

通常 2005-100144

※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］
2005.10.25 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.26 手続補正書
2006.07.26 意見書
2006.07.26 手続補足書
2006.08.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.24 認定･付加情報
2006.08.25 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.08 拒絶査定
【29】白金ナノコロイドを含有する錠剤状・粉末状・カプセル状・顆粒状・液状の加工食品， 【中間記録情報】
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 ［審査］
いるものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実， 2005.10.25 願書
2005.10.26 認定･付加情報
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
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
もと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
条1項11号を除く))
2006.09.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.08 拒絶査定
2007.04.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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 2005.10.28 願書
2005.10.28 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
2006.05.30 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)
2006.12.25 拒絶査定
用グルテン
2007.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29,31

【29】きんかんを原材料としてなる加工果実，その他の加工果実，きんかんを主原材料とし 【中間記録情報】
てなる液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品
［審査］
【31】きんかん
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2005-101221
標準

通常 2005-101419

中間記録

【29】キャベツを発酵させて抽出したエキスを主原料とする錠剤状・粉末状・カプセル状・顆 【中間記録情報】
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，食肉， ［審査］
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 2005.10.25 願書
工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・ 2005.10.26 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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，かつお
条1項11号を除く))
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
2006.07.25 手続補正書
2006.07.25 代理人受任届
2006.07.25 手続補足書
2006.07.25 意見書
2006.07.26 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
2006.08.25 認定･付加情報
2006.08.25 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

29

34

指定商品・役務

29
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

37

38

39

40

41

商標（見本）

商標

ほそなが

体がよろこぶ

完熟仕立て

ちょっと役立つ

ちょっと役立つ

種別 出願番号

区分

ＨＯＴ－ＳＴＹＬＥ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.03.13 刊行物等提出書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.04.21 刊行物等提出による通知書
2006.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)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)
2006.12.22 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定
2007.04.27 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］
2005.11.02 願書
2005.11.02 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)
2006.12.22 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（「かつお節・寒天・ 【中間記録情報】
削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつ ［審査］
お節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり， 2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
豆，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カ
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.12.22 拒絶査定
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

【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
【29】食物繊維・各種アミノ酸・ミネラル・ビタミン・ハーブ類・植物・植物抽出物を主原料とす
る粒状・丸剤・粉末・顆粒状の加工食品

通常:
2005-102955
標準

通常:
2005-102957
標準

通常:
2005-102961
標準

通常:
2005-102962
標準

通常:
2005-102963
標準

通常:
2005-103101
標準

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

中間記録

【30】菓子及びパン

29
42

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 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)
2006.12.12 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．１２.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］
2005.11.09 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.31 手続補正書
2006.07.31 手続補足書
2006.07.31 意見書
2006.08.29 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 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))
2006.08.01 手続補正書
2006.08.01 意見書
2006.08.02 手続補足書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

31

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
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
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，みそ，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，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
【30】穀物を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブ
ル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食品，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。），えん麦を使用した茶，甜茶，その他の茶，えん麦を使用した茶飲料，甜茶飲
料，その他の茶飲料，コーヒー及びココア，コーヒー飲料，チョコレート飲料，ココア飲料，
氷，甘酒，甘酒の素，ゆであずき，フローズンヨーグルト，カップ入りゼリー，スナック菓子，
いり豆，その他の菓子，えん麦を使用したパン，その他のパン，ピザソース，トマトソース，
ドレッシング，天つゆ，めんつゆ，洋風炊き込みご飯用調合調味料，その他の調味料，香
辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，ピザ生地，パン生地，デニッ
シュ生地，ドーナツ生地，パイ生地，その他の穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，
ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，グラタン，ドリア，オムライス，ピラフ，レトルトパウチされ
た御飯，ぞうすい，かゆ，春巻き，調理済みのビーフン，イーストパウダー，こうじ，酵母，
ヨーグルト種菌，ケフィール種菌，乳酸菌末，乳酸菌乾燥原末，乳酸菌をマイクロカプセル
で被覆した粉末状の加工食品，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀
【31】りんご

29

【29】ウコンを原材料としてなるソフトカプセル状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 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))
2006.07.26 手続補正書
2006.10.13 補正の却下の決定
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2006.01.27 刊行物等提出書
2006.03.03 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)
2006.12.22 拒絶査定

29,30

43

淳朴

通常:
2005-105227
標準

30

44

45

46

47

オートミールパワー＼オートミー
通常 2005-106133
ルの力

奥州りんご＼奥州リンゴ＼ＯＵ
通常 2005-106429
ＳＹＵＲＩＮＧＯ

大城さん家の＼スーパー＼ウコ
通常 2005-107565
ン＼３５０

栗ひとつ

通常 2005-108572

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 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)
2006.12.22 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,31,32,33,43

48

49

50

51

52

しゅん いちば＼旬の市場

かおり＼香梨

昔ながらの塩引き鮭

ＴＵＴＵｍＩ

マカ酵素

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2006.01.16 手続補正書(方式)
2006.02.14 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

31

29

【29】さけ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.01.27 手続補正指令書(出願)
2006.02.08 手続補正書(方式)
2006.03.10 認定･付加情報
2006.03.10 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

29

【29】卵黄油を主成分とするカプセル状・粒状・粉末状・液体状・錠剤状・顆粒状の加工食品 【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

29

【29】マカを主原料とする粉末状・顆粒状・タブレット状・錠剤状・液状・カプセル状・ブロック
状の加工食品

通常 2005-108641

通常 2005-109854

通常:
2005-111236
標準

通常 2005-111336

通常 2005-111710

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

中間記録

【29】乳製品，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
【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，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，即席菓子のもと，酒かす，米，食用粉類
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているえさものに限る。），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，木もみ，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，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
【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，西洋料理を主とする飲
食物の提供，アルコール飲料を主とする飲食物の提供，茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又
【31】梨，梨の木

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.06.22 刊行物等提出書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.08.11 刊行物等提出による通知書
2006.08.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.15 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.07 意見書
2006.12.01 拒絶査定
2006.12.27 手続補足書
2007.08.16 上申書
2007.08.17 手続補足書
2007.09.12 上申書
2007.10.17 手続補正書(方式)
2008.03.05 意見書

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.11.29 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)
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

53

54

55

56

商標（見本）

商標

デトックス

たいちゃ（鯛茶）のしょうゆ

鳴沢水源

ＮＡＭＡ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】砂糖，角砂糖，氷砂糖，果糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，食塩，茶，米

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.06.23 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.07.24 手続補正書
2006.08.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.30 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)
2006.12.15 拒絶査定

30

【30】しょうゆ

【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)
2006.07.21 手続補正書
2006.09.29 補正の却下の決定
2006.12.01 拒絶査定

30,32

【30】氷，卓上氷，氷柱
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.01.17 手続補正書
2006.02.14 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)
2006.12.22 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，食品香料（精油のものを除く），米，脱穀済のえ 【中間記録情報】
［審査］
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 2005.12.06 願書
トパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アーモンドペースト，イーストパウダー， 2005.12.06 認定･付加情報
2006.02.09 刊行物等提出書
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
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
かす，ホイップクリーム用安定剤
2006.06.07 刊行物等提出書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.07.14 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)
2006.08.14 手続補足書
2006.08.15 手続補正書
2006.08.15 認定･付加情報
2006.08.15 認定･付加情報
2006.08.15 意見書
2006.09.11 認定･付加情報
2006.10.10 手続補正書
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.10 上申書
2006.11.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2005-111973
標準

通常:
2005-113055
標準

通常:
2005-113606
標準

通常:
2005-114110
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.

57

58

商標（見本）

商標

霧島山麓

朝食習慣

種別 出願番号

区分

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
乳，豆腐，納豆，加工卵，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2005.12.08 願書
【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
2006.07.19 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
ジュース
2006.08.03 手続補正書
2006.08.03 代理人受任届
2006.08.03 手続補足書
2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.04 認定･付加情報
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.11 意見書
2006.12.20 拒絶査定
【30】茶
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 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)
2006.12.15 拒絶査定

通常:
2005-114240
標準

通常:
2005-115297
標準

ペット＼ボトル∞で∞ｄｅ∞烏龍
通常 2005-115337
茶

29,30

60

カレーの力

通常:
2005-115354
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

30
59

指定商品・役務

30

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.02.09 刊行物等提出書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.03.14 刊行物等提出による通知書
2006.03.27 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.01 手続補正書
2006.08.01 意見書
2006.12.05 拒絶査定

【29】カレーを使用した食用油脂，カレーを使用した乳製品，カレーを使用した肉製品，カ
【中間記録情報】
レーを使用した加工水産物，カレーを使用した加工卵，カレーのもと，カレーを使用したシ ［審査］
チュー又はスープのもと，カレーを使用したふりかけ，カレーを使用したなめ物，カレーを主 2005.12.08 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
原材料としてなる錠剤状・カプセル状・チュアブル状・顆粒状・粒状・粉状・固体状・半固体
状・液体状・ペースト状の加工食品
2006.08.29 意見書
【30】カレーを使用した菓子及びパン，カレー用調味料，カレー粉，カレーを使用したアイス 2006.08.29 手続補足書
2006.09.28 認定･付加情報
クリームのもと，カレーを使用したシャーベットのもと，カレーを使用した穀物の加工品，カ
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
レーを使用したぎょうざ，カレーを使用したサンドイッチ，カレーを使用したしゅうまい，カ
レーを使用したたこ焼き，カレーを使用した肉まんじゅう，カレーを使用したハンバーガー， 2006.12.06 意見書
2006.12.22 拒絶査定
カレーを使用したピザ，カレーを使用したべんとう，カレーを使用したホットドッグ，カレーを
2007.03.23 手続補正書(方式)
使用したミートパイ，カレーを使用したラビオリ，カレーを使用した即席菓子のもと
2007.11.26 登録料納付
2008.03.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.11.14 登録査定書
2007.11.26 設定納付書
2007.12.18 登録証
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

61

旬の香り

通常:
2005-115466
標準

30

62

八十八茶

通常 2005-115892

33
63

64

65

66

ＭＡＮＧＯ ＢＯＵＱＵＥＴ

ラーメン∞ＤＥ＼で∞ぞうすい

氷球

§群馬の＼こんにゃく

通常:
2005-115919
標準

指定商品・役務

30

【30】穀物の加工品

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，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 2005.12.15 願書
2005.12.15 認定･付加情報
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.09.01 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)
2006.12.01 拒絶査定
用グルテン

29

【29】群馬産のこんにゃく

通常 2005-116132

通常 2005-117745

通常 2005-118101

※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】アイスクリーム凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，コーヒー及び 【中間記録情報】
［審査］
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，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 2005.12.08 願書
う，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こ 2006.01.05 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
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
号)
済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
2006.09.11 手続補正書
2006.09.11 意見書
2006.09.11 認定･付加情報
2006.09.11 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定
2007.01.19 手続補正書(方式)
2007.11.12 登録料納付
［登録］
2007.11.07 登録査定書
2007.11.12 設定納付書
2007.12.04 登録証
【30】茶
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.02.08 刊行物等提出書
2006.03.31 刊行物等提出による通知書
2006.04.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.31 意見書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.19 拒絶査定
【33】ワインをベースとしたカクテル，ぶどう酒，その他の果実酒，洋酒，日本酒，中国酒， 【中間記録情報】
［審査］
薬味酒
2005.12.09 願書
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.11 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.06 拒絶査定
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No.

67

68

69

70

71

72

73

商標（見本）

商標

§群馬の＼しら＼たき

比内地鶏の卵

§青汁＼豆乳飲料

名人芸

にんにく注射

立体商標

アンチエージングスウィーツ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】群馬産のしらたき

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.06 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.02.21 刊行物等提出書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.31 刊行物等提出による通知書
2006.04.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

32

【32】青汁を配合した豆乳飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 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
2005.12.20 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2005.12.20 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.20 拒絶査定

29

【29】にんにくエキス・卵黄を主原料としたカプセル状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 拒絶査定

31

【31】バナナ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 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)
2006.08.18 意見書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，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， 2005.12.20 願書
ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，は 2005.12.20 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
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 項16号)
2006.12.22 拒絶査定
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
2007.03.20 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，
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

通常 2005-118102

通常 2005-119258

通常 2005-119271

通常:
2005-119295
標準

通常:
2005-119313
標準

通常:
2005-119315
立体

通常:
2005-119320
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）２００６．１２.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

【30】菓子及びパン，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安
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，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
【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，ビタミン・ミネラル・植物性脂質などを主原料とする粉末状・顆粒
状・液状・錠剤状・粒状・カプセル状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定

31

【31】苗木，果実

【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)
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】冷凍チャーハン，冷凍ピラフ，冷凍おにぎり，冷凍パエリア，冷凍天丼，冷凍親子丼， 【中間記録情報】
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，冷凍ビビンバ，冷凍カレー ［審査］
2005.12.22 願書
ライス，冷凍ハヤシライス
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.12 拒絶査定

01,05,31,44

【01】工業用化学品，科学用化学剤（医療用及び獣医科用のものを除く。），その他の化学
品，写真材料，植物成長調整剤類，肥料，植物活性剤，種子保存剤
【05】薬剤，獣医科用剤，食餌療法用の食品調製剤，乳児用食品，有害動物駆除剤，殺菌
剤，除草剤，殺虫剤，農業用種子処置殺虫剤及び殺菌剤，農薬（植物成長調整剤類を除
く。）
【31】生花の花輪，ホップ，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，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，
花，牧草，盆栽，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉，生きている動物，植物，挿し木用
の切り枝，挿し穂用の根・茎・葉
【44】庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，雑草の防除，有害動物の防除
【03】椿油を配合してなるせっけん類，椿油を配合してなる化粧品，椿油を配合してなる香
料類
【05】椿油を配合してなる薬剤
【29】椿油

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.08.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.14 手続補正書
2006.11.14 意見書
2006.12.11 拒絶査定
2007.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【31】飼料（セサミンを使用したペット用サプリメント用のペットフードを除く。）

【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1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 手続補正書
2006.09.08 意見書
2006.09.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.25 拒絶査定

30

74

Ｅ－ＫＡＲＩＮＴＯ＼イーカリント

通常 2005-119663

29
75

76

77

78

ＯＲＡＬＣＯＳＭＥＴＩＣ＼オーラル
通常 2005-119960
コスメティック

ＢＬＵＥ ＭＥＮＵＥＴ＼ブルーメ
ヌエット

ビーめし

植物のちからを暮らしのなかに

通常 2005-120235

通常:
2005-120650
標準

通常:
2005-121216
標準

03,05,29
79

生の椿油

通常 2005-121392

31

80

セサミン

通常:
2005-121827
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.01.05 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)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.07.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.20 拒絶査定
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No.

81

82

83

84

85

86

商標（見本）

商標

いつでもどこでもやさい

さつま若松

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】野菜粉末を主原料とする固形状・錠剤状の加工食品，加工野菜，冷凍野菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】かぼちゃを使用したクッキー

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 意見書
2006.10.10 意見書
2006.11.17 認定･付加情報
2006.11.17 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】芋を使用したクッキー

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 意見書
2006.10.10 意見書
2006.10.26 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】さつまいもを使用した菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 意見書
2006.10.10 意見書
2006.10.24 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】さつまいもを使用したケーキ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 意見書
2006.10.10 意見書
2006.10.24 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

通常:
2005-122263
標準

通常 2005-123105

もえぎ＼萌黄色のかぼちゃクッ
通常 2005-123168
キー

あま＼亜麻色のおいもクッキー 通常 2005-123169

ふたあい＼二藍色の唐こいも

通常 2005-123170

しおん＼紫苑色の紫いもケーキ 通常 2005-123171

※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.

87

88

89

90

91

商標（見本）

商標

すおう＼蘇枋色のさつまフィユ
タージュ

こはく＼琥珀色のフィナンシェ

こがね＼黄金色のさつまフ
リュート

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 意見書
2006.10.10 意見書
2006.11.17 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.02.21 刊行物等提出書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.31 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)
2006.09.15 意見書
2006.10.10 意見書
2006.10.30 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】細長いパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 手続補正書
2006.09.15 意見書
2006.10.10 意見書
2006.10.24 認定･付加情報
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】芋を使用したケーキ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.02.21 刊行物等提出書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.31 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)
2006.09.15 意見書
2006.10.10 意見書
2006.11.17 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】菓子・パン

【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)
2006.12.22 拒絶査定

通常 2005-123172

通常 2005-123173

通常 2005-123174

やまぶき＼山吹色のおいもケー
通常 2005-123175
キ

無名絶品

通常:
2005-123256
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.

92

93

94

95

96

商標（見本）

商標

北上コロッケ

こんにゃくサプリ

炙り和牛

くろもじ酒

くろもじ酎

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】里芋コロッケ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.01.27 手続補正指令書(出願)
2006.02.27 手続補正書
2006.04.05 認定･付加情報
2006.04.05 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.01 拒絶査定

29

【29】こんにゃく，こんにゃくを主材とする加工食料品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 再送
2006.12.01 拒絶査定
2007.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.12.27 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.02.24 手続補正指令書(出願)
め物，豆，食用たんぱく
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，薬味酒，リキュール類，蒸留酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.29 願書
2006.02.10 手続補正指令書(出願)
2006.05.19 通知書(却下処分前通知)
2006.05.25 手続補正書(方式)
2006.07.04 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)
2006.12.01 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，薬味酒，リキュール類，蒸留酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.29 願書
2006.02.10 手続補正指令書(出願)
2006.03.08 手続補正書(方式)
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 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)
2006.12.01 拒絶査定
2007.01.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-123530

通常 2005-123626

通常 2005-123633

通常:
2005-123783
標準

通常:
2005-123784
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.

97

98

99

100

101

102

商標（見本）

商標

アキタのおいしいヨード卵

アキタのヨード卵

種別 出願番号

江戸前風づくり

通常:
2006-001605
標準

29

【29】ヨード卵，ヨード卵の加工卵

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.03.17 手続補正書
2006.04.13 刊行物等提出書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.06.09 刊行物等提出による通知書
2006.06.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 刊行物等提出書
2006.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.20 認定･付加情報
2006.12.15 刊行物等提出による通知書
2006.12.15 拒絶査定

30

【30】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］
2006.01.12 願書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

29

【29】お茶漬けのり，お茶漬けのもと，ふりかけ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

通常:
2006-001806
標準

通常 2006-001899

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.03.17 手続補正書
2006.04.13 刊行物等提出書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.06.09 刊行物等提出による通知書
2006.06.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 刊行物等提出書
2006.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.20 認定･付加情報
2006.12.15 刊行物等提出による通知書
2006.12.15 拒絶査定

通常:
2006-001311
標準

通常 2006-001568

あしゅう鳴門金時

指定商品・役務
【29】ヨード卵，ヨード卵の加工卵

通常:
2006-001309
標準

うめぇ米

早摘み

区分
29
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No.

103

104

105

106

107

商標（見本）

商標

キシリトローチ

フォアグラバーガー

片品大白大豆

うたしない＼ワイン

そば菜ティ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【05】薬剤
【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.03.10 手続補正指令書(出願)
2006.03.16 手続補正書(方式)
2006.04.13 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)
2006.10.23 意見書
2006.10.23 認定･付加情報
2006.12.15 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］
2006.01.16 願書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.03.08 刊行物等提出書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.04.21 刊行物等提出による通知書
2006.05.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)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)
2006.12.22 拒絶査定

29

【29】大豆，油揚げ，凍り豆腐，豆乳，豆腐，納豆，大豆を原材料として使用してなる加工野 【中間記録情報】
菜，大豆を原材料として使用してなるカレー・シチュー又はスープのもと，大豆を原材料とし ［審査］
て使用してなるお茶漬けのり，大豆を原材料として使用してなるふりかけ，大豆を原材料と 2006.01.16 願書
2006.01.23 認定･付加情報
して使用してなる食用たんぱく
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 拒絶査定

33

【33】歌志内産ワイン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.01.23 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)
2006.09.20 手続補正書
2006.09.20 手続補足書
2006.09.20 意見書
2006.09.21 認定･付加情報
2006.09.21 認定･付加情報
2006.10.19 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

30,32

【30】そばを原料にしてなる茶
【32】そばを原料にしてなる清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

通常:
2006-001921
標準

通常:
2006-002228
標準

通常 2006-002270

通常 2006-002375

通常:
2006-002548
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

05,30
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No.

108

109

110

111

112

113

商標（見本）

商標

ふるさと自慢

ボディフィット＼ＢＯＤＹＦＩＴ

フローズンサプリ

みついちご＼蜜苺

パイじゃが

つるん

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 2006.01.17 願書
2006.01.27 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
2006.01.30 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
2006.02.02 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
2006.02.02 認定･付加情報
用グルテン
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

29

【29】デキストリン・コラーゲンペプチド・コエンザイムＱ１０・各種ビタミンを主成分とする粉末 【中間記録情報】
［審査］
状・顆粒状・錠剤状又は液状の加工食品
2006.01.18 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

30

【30】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，氷

30

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
【中間記録情報】
［審査］
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ， 2006.01.18 願書
2006.01.18 認定･付加情報
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ 2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー 項16号)
2006.12.22 拒絶査定
ム用安定剤
2007.11.02 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］
2006.01.18 願書
2006.01.18 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)
2006.12.22 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 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)
2006.12.01 拒絶査定

通常 2006-002635

通常 2006-003001

通常:
2006-003022
標準

通常 2006-003023

通常:
2006-003027
標準

通常:
2006-003094
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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［審査］
2006.01.18 願書
2006.01.20 手続補足書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.02.17 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)
2006.12.22 拒絶査定
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No.

114

115

116

117

118

119

商標（見本）

商標

京ピザ

ミルフィーユカツ

グリ－ンウ－ロン茶

ミルフィーユハムカツ

雪姫

パルテノライド

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】ピザ，ピザの生地，ピザ用ソース

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.01.18 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
2006.04.28 刊行物等提出による通知書
2006.05.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

29

【29】とんかつ，チキンかつ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.01.18 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)
2006.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.01.19 手続補足書
2006.02.21 認定･付加情報
2006.02.21 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.01 拒絶査定
2007.01.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】ハムかつ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

31

【31】生花の花輪，草，ドライフラワー，苗，苗木，花

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

05,29

【05】薬剤
【29】ハーブを主原料としたカプセル状・錠剤状・顆粒状・粉末状・液体状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

通常:
2006-003109
標準

通常:
2006-003120
標準

通常:
2006-003296
標準

通常:
2006-003498
標準

通常:
2006-003956
標準

通常 2006-004008

※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.

120

121

122

123

124

125

126

127

商標（見本）

商標

パーティーアソート

山菜の王者

お か ら 酵 母

シルクソルト

チヂミ揚げ

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］
2006.01.20 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

16,31

【16】紙製包装用容器
【31】自然薯

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 意見書
2006.12.01 拒絶査定

29

【29】おからを主原料とする粉末状または顆粒状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】食塩

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

29

【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

29

【29】カレー

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】もち

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

03,29

【03】せっけん類，香料類，化粧品
【29】植物性油脂

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 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)
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-004029
標準

通常:
2006-004178
標準

通常:
2006-004202
標準

通常:
2006-004209
標準

通常:
2006-004396
標準

カレーがおいしくなる＼香辛料 通常 2006-004582

§せり なずな ごぎょう はこ
べら＼七草雑煮餅＼ほとけの
ざ すずな すずしろ

ｓａｓａｎｑｕａ

通常 2006-004610

通常:
2006-004645
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）２００６．１２.xls
No.

128

129

130

131

132

133

134

商標（見本）

商標

セサミン＼ＳＥＳＡＭＩＮ

生はちみつ

食味特Ａ

ｔａｖｏｌｅｔｔａ ｃｉｏｃｃｏｌａｔｏ

淡熟

濃熟

二九四麦

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】セサミンを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・クリーム状・ゼ 【中間記録情報】
［審査］
リー状又は液体状の加工食品
2006.01.24 願書
2006.09.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.11 拒絶査定

30

【30】はちみつ，巣蜜，食用のローヤルゼリー（医療用のものを除く。），みつばち由来物（は 【中間記録情報】
ちみつ・ローヤルゼリー・プロポリス又は花粉荷等）を主原料とする粉末状・顆粒状・粒状・ ［審査］
錠剤状・液状・ゲル状・板状又はカプセル入りの加工食品，ローヤルゼリーを主原料とする 2006.01.11 願書
2006.02.10 手続補正指令書(出願)
顆粒状の加工食品，食用プロポリス，食用の花粉荷（医療用のものを除く。），あめ，その
2006.02.21 上申書
他の菓子及びパン
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.24 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 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 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
2006.03.13 刊行物等提出書
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
2006.04.17 認定･付加情報
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.04.21 刊行物等提出による通知書
用グルテン
2006.05.09 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

30

【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)
2006.12.04 拒絶査定

33

【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
【33】日本酒

33

【33】日本酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.08.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.25 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］
2006.01.25 願書
2006.01.25 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)
2006.12.22 拒絶査定

通常 2006-004880

通常:
2006-005029
標準

通常:
2006-005253
標準

通常 2006-005275

通常:
2006-005285
標準

通常:
2006-005286
標準

通常:
2006-005314
標準

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

中間記録

29
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.08.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.25 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

135

136

137

138

商標（見本）

商標

麦二九四

卵かけ＼ごはん＼にかける醤
油

粋味

緑食青汁

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］
2006.01.25 願書
2006.01.25 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)
2006.12.22 拒絶査定
2007.10.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.02.03 手続補正指令書(出願)
2006.02.07 手続補正書(方式)
2006.03.08 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.30 手続補足書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定

29,32

【29】青汁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 【中間記録情報】
工食品，調理用青汁，調理用青汁のもと
［審査］
【32】飲料用青汁，飲料用青汁のもと，青汁入り清涼飲料，青汁入り果実飲料，青汁入り乳 2006.01.27 願書
2006.01.31 認定･付加情報
清飲料，青汁入り飲料用野菜ジュース
2006.09.08 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
2006.10.17 手続補足書
2006.11.17 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-005315
標準

通常 2006-006197

通常 2006-006201

通常:
2006-006468
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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３条拒絶（食品）２００６．１２.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

09,11,20,21,26,31,4 【09】電子応用機械器具，電子計算機用プログラム，電子管，半導体素子，電子回路（電子 【中間記録情報】
計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く），耳栓，加工ガラス（建築用のものを除 ［審査］
1,44

139

140

141

142

143

ＰＬＡＮＴＬＩＧＨＴ

通常 2006-006543

オーストリッチビーフ

通常:
2006-006894
標準

炙りかき

桜いぶし

プチデリ

29

29

【29】かきの加工水産物

29

【29】帆立・牡蠣・蛸・いか・鮑・ほや・つぶ・うに・ムール貝・しらこ・鮭の加工水産物

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
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
2006.01.16 願書
め物，豆，食用たんぱく
2006.02.24 手続補正指令書(出願)
2006.03.01 手続補正書(方式)
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定
2008.06.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-006937
標準

通常:
2006-006938
標準

通常 2006-006945

※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。

2006.01.27 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.07.11 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))
2006.08.21 手続補正書
2006.08.21 意見書
2006.08.22 認定･付加情報
2006.08.22 認定･付加情報
2006.12.05 拒絶査定

く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登
録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用
又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票
数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステー
ション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズ
ル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜
水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相
機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気
ブザー，電気通信機械器具，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【11】電球類及び照明用器具，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，
蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイ
ラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器
【29】食肉，卵，肉製品，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.02.07 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)
2006.12.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.02.08 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)
2006.12.15 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

144

145

146

147

商標（見本）

商標

黄金色のお菓子

チュイル

濃厚野菜食

砂流

種別 出願番号

区分

【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)
2006.05.26 通知書(却下処分前通知)
2006.05.31 上申書
2006.06.30 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)
2006.12.08 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.03.20 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
2006.05.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 拒絶査定

29

【29】乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープ 【中間記録情報】
［審査］
のもと，お茶漬けのり，ふりかけ
2006.01.31 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定
2007.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30,33

【30】調味料，菓子及びパン，米，穀物の加工品，茶
【33】日本酒，果実酒

通常:
2006-006956
標準

通常:
2006-007187
標準

通常:
2006-007190
標準

通常:
2006-007230
標準

珍珠▲ない▼茶＼チンジュナイ
通常 2006-007239
チャ

29
149

あわただしい朝のパートナー

通常:
2006-007322
標準

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

中間記録

【30】お菓子及びパン

29,30

148

指定商品・役務

30

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.02.23 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定
【29】食用油脂，乳飲料，その他の乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除
【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2006.01.31 願書
のり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2006.01.31 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
2006.08.04 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 2006.12.22 拒絶査定
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
【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
2006.01.31 願書
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・ 2006.01.31 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 2006.09.01 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 2006.12.01 拒絶査定
状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

150

151

152

153

154

155

商標（見本）

商標

引越挨拶

うれしの

アイスミル＼ＩＣＥ ＭＩＬＬ

まごわやさしい

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］
2006.01.31 願書
2006.09.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.25 拒絶査定

29,43

【29】お茶漬けのり，ふりかけ
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.27 上申書
2006.12.08 拒絶査定

30

【30】氷

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

29,30

【29】豆腐、がんもどき、ハンバーグ、冷凍食品
【30】おにぎり、団子、菓子、ラーメン、弁当、パン、惣菜類鍋物類、保存食品、健康食品、
保健機能食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.01 拒絶査定
2008.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】蒸しまんじゅう

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.03.24 刊行物等提出書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.05.09 刊行物等提出による通知書
2006.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.08 手続補正書
2006.11.08 手続補足書
2006.11.08 意見書
2006.11.08 認定･付加情報
2006.11.08 認定･付加情報
2006.12.07 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品，菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.03.20 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
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

通常:
2006-007371
標準

通常:
2006-007396
標準

通常 2006-007427

通常 2006-007445

ふっくら＼▲蒸▼しまんじゅう＼
通常 2006-007530
やわらか

六郷

通常 2006-007599

※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.

156

157

158

159

160

161

商標（見本）

商標

酸素パワー

日本橋の和菓子屋がつくる＼
餡パイ

めかぶ塩

めかぶ塩

絹果実

自然から元気

種別 出願番号

区分

もしかして娘より若いかも

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

30

【30】餡を使用したパイ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.03.20 刊行物等提出書
2006.04.28 刊行物等提出による通知書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

30

【30】ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト

【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)
2006.12.12 拒絶査定

30

【30】粉末状のめかぶを混合した塩

【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)
2006.12.12 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料

【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+第4条1
項16号)
2006.12.12 拒絶査定

29,35

【29】食物繊維・ビフィズス菌を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の
加工食品，食物繊維を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食
品，ペプチドを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，アガリ
クス・メシマコブ・乳酸菌を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工
食品，Ｌ－カルニチン・センナ茎末・コエンザイムＱ１０を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤
状・カプセル状・液状の加工食品
【35】インターネットを介しての商品の売買契約の媒介又は取次ぎ，インターネットを介して
の商品の販売に関する情報の提供，広告（インターネットによるものを含む。），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
【29】乳清タンパクを主成分とする粉末状・顆粒状・固形状・液体状またはカプセル入りの加
工食品，乳製品，食用たんぱく，食肉，食用魚貝類（生きているものを除く），肉製品，加工
水産物，豆，加工野菜および加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，食用油脂，カ
レー・シチューまたはスープのもと，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 意見書
2006.12.15 拒絶査定

【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］
2006.01.20 願書
2006.02.10 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)
2006.12.01 拒絶査定

通常:
2006-007602
標準

通常 2006-007628

通常:
2006-007667
標準

通常 2006-007668

通常:
2006-007685
標準

通常:
2006-007721
標準

通常:
2006-007817
標準
30

163

簡単！フライパンクッキング

通常 2006-007882

※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】清涼飲料水

29
162

指定商品・役務

32
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【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)
2006.12.12 拒絶査定
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No.

164

165

166

167

168

169

商標（見本）

商標

フライパンクッキング

緑の＼デトックス＼液

ＰＧソフトウォーター

日向夏こしょう

うまい棒

ファットレス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【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

29,32

【29】どくだみ・キダチアロエ・食物繊維等を主原料としてなる粒状・顆粒状・粉末状・ゼリー 【中間記録情報】
状・液体及びカプセル状にした加工食品，食肉，食用魚介類（生きているものを除く），肉製 ［審査］
品，加工水産物，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 2006.01.19 願書
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 2006.02.14 認定･付加情報
り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく
2006.02.17 通知書(その他の通知)(期間無)
【32】どくだみ・キダチアロエ・食物繊維等を主原料としてなる清涼飲料，果実飲料，飲料用 2006.02.22 既納手数料（登録料）返還請求書
2006.05.16 通知書(既納手数料返還)
野菜ジュース，乳清飲料，
2006.05.16 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.15 拒絶査定

05,32

【05】薬剤，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 拒絶査定

30

【30】日向夏を使用した香辛料，日向夏を使用した調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.03.03 手続補正指令書(出願)
2006.03.08 手続補正書(方式)
2006.05.09 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)
2006.12.15 拒絶査定
2007.05.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】コーヒー及びココア，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，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定
剤，酒かす

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.22 願書
2006.03.28 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
2006.06.21 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.16 意見書
2006.12.01 拒絶査定

29

【29】緑茶抽出物、ドロマイト等を主成分とする錠剤形の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.22 願書
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.06.23 通知書(却下処分前通知)
2006.06.30 手続補正書(方式)
2006.07.28 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)
2006.12.15 拒絶査定

通常:
2006-007886
標準

通常 2006-007903

通常:
2006-007994
標準

通常:
2006-008439
標準

通常 2006-008475

通常:
2006-008481
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］
2006.01.20 願書
2006.02.13 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)
2006.12.01 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,31,43

170

せん だい なべ＼仙臺鍋

通常 2006-008586

30
171

カカオの種

通常:
2006-008659
標準

30
172

歯に新習慣

通常:
2006-008660
標準
29,31

173

金時草

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，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー
ム用安定剤
【29】スイゼンジナを原材料とした加工野菜，スイゼンジナを原材料とした冷凍野菜，スイゼ
ンジナを原材料としたスープのもと，スイゼンジナを原材料としたふりかけ
【31】スイゼンジナ，スイゼンジナの種子，スイゼンジナの苗

団体:
2006-008668
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
2006.02.02 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
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 項16号)
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
2006.12.26 拒絶査定
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
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
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
【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， 2006.02.03 願書
2006.02.03 認定･付加情報
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ 2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー 項16号)
ム用安定剤
2006.12.15 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 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)
2006.12.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.03 手続補足書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.06 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.25 手続補正書
2006.10.25 意見書
2006.10.26 上申書
2006.10.26 認定･付加情報
2006.10.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.26 認定･付加情報
2006.10.27 手続補足書
2006.10.27 認定･付加情報
2006.11.28 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定
2007.01.15 手続補足書
2007.03.26 手続補正書(方式)
2007.03.26 上申書

2008/9/8
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

174

175

176

177

商標（見本）

商標

打木源助だいこん

打木赤皮甘栗かぼちゃ

紅富貴豆

クラッシュミント

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】だいこんを原材料とした加工野菜，だいこんを原材料とした冷凍野菜，だいこんを原
材料としたスープのもと，だいこんを原材料としたふりかけ
【31】だいこん，だいこんの種子，だいこんの苗

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.06 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.25 意見書
2006.10.26 上申書
2006.10.26 認定･付加情報
2006.10.27 手続補足書
2006.10.27 認定･付加情報
2006.11.28 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定

29,31

【29】かぼちゃを原材料とした加工野菜，かぼちゃを原材料とした冷凍野菜，かぼちゃを原
材料としたスープのもと，かぼちゃを原材料としたふりかけ
【31】かぼちゃ，かぼちゃの種子，かぼちゃの苗

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.25 意見書
2006.10.26 上申書
2006.10.26 認定･付加情報
2006.10.27 手続補足書
2006.10.27 認定･付加情報
2006.11.28 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 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)
2006.11.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.15 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.06.12 刊行物等提出書
2006.06.23 出願人名義変更届
2006.06.27 手続補正書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.07.21 刊行物等提出による通知書
2006.07.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.08 意見書
2006.11.08 手続補足書
2006.12.11 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定

団体:
2006-008669
標準

団体:
2006-008670
標準

通常:
2006-008922
標準

通常 2006-008999

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

中間記録

29,31
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30,32,43

178

アメリカンロール＼ＡＭＥＲＩＣＡ
通常 2006-009255
Ｎ ＲＯＬＬ

29

179

180

181

182

183

霧島黒豚

活力＼ねばねば＼納豆

ミロワール

ついじゆくせいほうつぶだちめ
んたいこ＼追熟製法粒立明太
子

お魚屋さんのぽん酢

通常 2006-009439

指定商品・役務

29

【29】納豆

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 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
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定
2007.04.16 手続補正書(方式)
2008.02.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定
2007.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】ぽん酢

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

通常 2006-009506

通常:
2006-009577
標準

通常 2006-009735

通常:
2006-010221
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 2006.02.06 願書
2006.03.23 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
2006.04.26 認定･付加情報
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，冷凍ピラフ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
2006.05.19 刊行物等提出による通知書
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
粉類，食用グルテン
2006.05.22 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
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ジュース
項16号)
2006.11.07 意見書
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施 2006.12.15 拒絶査定
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業 2008.07.23 出願人名義変更届
務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与， 2008.08.05 職権訂正履歴(職権訂正)
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与
【29】霧島地方産の黒豚の豚肉，霧島地方産の黒豚を用いた肉製品
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.04.19 刊行物等提出書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.02 刊行物等提出による通知書
2006.06.07 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)
2006.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.15 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

184

185

186

187

188

189

商標（見本）

商標

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

29,31

区分

【29】加工済みのナッツ，フレーバーナッツ，殻付きのナッツ，炒ったナッツ，茹でたナッツ，
塩味のついたナッツ，無塩ナッツ，乾燥ナッツ，調理用ナッツ，その他の調理済みナッツ，そ
の他の加工野菜及び加工果実，加工済みのナッツを主原料とするスナックミックス，加工
済みのナッツを主原料とするスナック菓子，その他の菓子
【31】生のナッツ，その他の果実

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.04.19 優先権証明書提出書
2006.05.31 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))
2006.12.22 拒絶査定

32

【32】ビール

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

29

【29】醗酵させたにんにく

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.09.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.06 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン，すし，べんとう

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 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)
2006.12.05 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン，すし，べんとう

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 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)
2006.12.05 拒絶査定

29,30

【29】食物繊維を主原料とする粉末状・フレーク状・麺状・液状又はゼリー状の加工食品，
食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及び加
工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又はスー
プのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納
豆，食用たんぱく
【30】調味料，香辛料，米，脱穀済みの大麦，食用粉類，穀物の加工品，調理済み冷凍め
ん類，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピ
【21】お守り，おみくじ
【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.27 拒絶査定

ＥＶＥＲＹＢＯＤＹ ＫＮＯＷＳ ＴＨ
Ｅ ＢＥＳＴ＼ＮＵＴＳ ＣＯＭＥ Ｆ 優先 2006-010330
ＲＯＭ ＣＡＬＩＦＯＲＮＩＡ

炭酸を含まないビール＼（弱炭
酸ビールを含む）＼又は＼暖か 通常 2006-010434
いビール

醗酵黒にんにく

すしカナッペ

ライスカナッペ

カラダもよろこぶ、うまさです。

通常 2006-010491

通常:
2006-010536
標準

通常:
2006-010537
標準

通常:
2006-010583
標準
21,30

190

子安の里

通常 2006-010890

※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］
2006.01.30 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定
2007.09.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/9/8
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

191

天水田

通常:
2006-010901
標準

03,32

192

漢方水

通常:
2006-010902
標準

05,33
193

194

195

漢方酒

千賀乃浦

ＳＡＭＡＧＯＮ

通常:
2006-010903
標準

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.03.03 認定情報通知書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛，シャンプー，ヘアリン 【中間記録情報】
ス，コンディショナー，エステ・トリートメント又はマッサージ用オイル，エステ・トリートメント又 ［審査］
はマッサージ用クリーム，エステ・トリートメント又はマッサージ用の塩，エステ・トリートメント 2006.01.30 願書
又はマッサージ用のエッセンス，漢方を配合した化粧品，漢方入り化粧品
2006.09.01 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))
【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，有機・無農薬栽培の麦芽・ホップを原料とするビール，有機ゲルマニウム・ビタミ 2006.12.01 拒絶査定
ンを添加した飲料水，有機ゲルマニウムを添加した飲料水，有機ゲルマニウム化合物を含
有してなる清涼飲料，有機栽培されたビール製造用ホップエキス，有機栽培された果実の
エキスを加味してなる清涼飲料，有機栽培された果実を原材料とする果実飲料，有機栽培
された原材料を使用したビール，有機栽培された原材料を使用した飲料用野菜ジュース，
有機栽培された原材料を使用した清涼飲料・果実飲料，有機栽培された原材料を使用した
乳清飲料，有機栽培された野菜を原材料とする飲料用野菜ジュース，有機栽培の大麦を
原材料とするビール，有機栽培ホップからなるビール製造用ホップエキス，有機栽培果実
を加味してなる清涼飲料，有機栽培果実を原材料とする果実飲料，有機栽培野菜を原材
料とする飲料用野菜ジュース，有機飼料で育てられた牛の乳を原材料とする乳清飲料，有
機無農薬栽培の麦芽・ホップを原料とするビール，漢方を添加した飲料水，漢方を含有して
なる清涼飲料，漢方エキスを加味してなる清涼飲料，漢方を原材料として使用した清涼飲
料・果実飲料，漢方入りミネラルウォーター，漢方入りアルカリイオン水，漢方入り鉱泉水，
【05】薬剤，薬用酒，漢方を配合してなる薬用酒
【中間記録情報】
［審査］
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒，漢方を配合してなる酒
2006.01.30 願書
2006.09.01 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))
2006.12.01 拒絶査定

29

【29】加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.01 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］
2006.02.09 願書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.12 拒絶査定

通常 2006-010927

通常:
2006-011001
標準

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

中間記録

【30】米
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,29,30,32

196

からだ環境

通常:
2006-011045
標準

30
197

198

199

200

黒カカオ

真紅

ＢＵＲＮ ＵＰ＼バーンアップ

ＣＡＬＯＲＩＥＣＯＮＴＲＯＬ＼カロ
リーコントロール

通常:
2006-011086
標準

指定商品・役務

30

【30】菓子及びパン

29

【29】大豆タンパク・ヒアルロン酸・コラーゲン・水溶性植物繊維・各種ビタミン・ミネラルを主 【中間記録情報】
［審査］
成分とする粉末状・顆粒状・錠剤状又は液状の加工食品
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

29

【29】大豆タンパク・ヒアルロン酸・コラーゲン・水溶性植物繊維・各種ビタミン・ミネラルを主 【中間記録情報】
［審査］
成分とする粉末状・顆粒状・錠剤状又は液状の加工食品
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.27 拒絶査定

通常:
2006-011092
標準

通常 2006-011105

通常 2006-011106

※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，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ 【中間記録情報】
セル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプ ［審査］
キン，生理用パンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包帯 2006.02.10 願書
液，防虫紙，胸当てパッド，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【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 2006.12.05 拒絶査定
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく，ビタミン等を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆
粒状・ゼリー状・液状の加工食品，水産物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセ
ル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤
状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，納豆の抽出物を主原料にした
粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，植物油の抽出物
を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，牛
乳抽出精製物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状
の加工食品，食物繊維を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー
状・液状の加工食品，ペプチドを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・
ゼリー状・液状の加工食品，植物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒
状・ゼリー状・液状の加工食品，αリポ酸を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒
状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，調理用青汁，粉末状の調理用青汁のもと
【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
【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］
2006.02.10 願書
2006.02.10 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)
2006.12.22 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 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)
2006.12.22 拒絶査定
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No.

201

202

203

商標（見本）

商標

ロングアイランド

のど飴湯

活力ウコン

種別 出願番号

区分

ウコンの活力

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 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)
2006.12.15 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

通常:
2006-011143
標準

通常:
2006-011191
標準

通常:
2006-011193
標準

通常:
2006-011194
標準
31

205

206

207

クリムゾン＼Ｃｒｉｍｓｏｎ

ピュアオリゴ＼Ｐｕｒｅ Ｏｌｉｇｏ

紅うどん

通常 2006-011435

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.22 拒絶査定
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.22 拒絶査定
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
【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， 2006.02.10 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， 2006.09.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
2006.12.25 拒絶査定

30

【30】オリゴ糖を主成分とするグミ状・カプセル状・液状・チュアブル状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

30

【30】うどんの麺

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.02.24 手続補正指令書(出願)
2006.03.07 手続補正書(方式)
2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.08 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)
2006.12.15 拒絶査定

通常 2006-011535

通常:
2006-011641
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

32
204

指定商品・役務

30
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No.
208

209

210

商標（見本）

商標
どうぞまずは一服

こめ＼米だけリカー

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 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］
2006.02.01 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

29

【29】カレー・シチュー又はスープのもと，加工野菜及び加工果実，ガルシニアを主原料とし
てなる粒状・顆粒状・粉状・錠剤状・液状の加工食品，Ｌ－カルニチンを主原料としてなるカ
プセル状・粒状・錠剤状・顆粒状・紛末状・液状・ゼリー状の加工食品，緑色野菜（紛末を含
む）を主原料とするカプセル状・粒状・錠剤状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状の加工食
品，緑色野菜（粉末を含む）を原料とする調理用の青汁，果実を主原料とするカプセル状・
粒状・錠剤状・顆粒状・紛末状・液状・ゼリー状の加工食品，豆乳，食用たんぱく，調理用野
菜ジュース，調理用果実ジュース，冷凍野菜，冷凍果実，食肉，肉製品，食用魚介類（生き
ているものを除く。），豆，加工水産物，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，なめ物，お茶漬け
のり，・ふりかけ，豆乳・豆腐・納豆・こんにゃく・油揚げ・凍り豆腐
【29】酵素及び乳酸菌を含む粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル状・ゲル状・ペースト
状又は液状の加工食品，その他の乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜又は加工果実
【30】穀類の麹を主原料とし酵素・乳酸菌を加えた粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・カプセル
状・ゲル状・ペースト状又は液状の加工食品，その他の菓子，パン，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，穀物の加工品，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，食用粉類又は食用グ
ルテン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.03.31 手続補正指令書(出願)
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

通常:
2006-011836
標準

通常 2006-011979

ヘルシーダイエット＼ＨＥＡＬＴＨ
通常 2006-011992
ＹＤＩＥＴ

ＰｏｗｅｒＥｎｚｙｍｅ＼パワーエン
ザイム

通常 2006-012377

29,30

212

じゅうねん長生き

通常:
2006-012909
標準

山本漢方の抹茶青汁

通常:
2006-013003
標準

32
213

29
214

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.09.13 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))
2006.12.13 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
2006.02.15 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2006.09.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.11 拒絶査定
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，だんご・もち菓子・その他の菓子，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，うどんのめん・
そばのめん・中華そばのめん・もち・その他の穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，
ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，
【32】粉末状の抹茶入り飲料用青汁のもと
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.26 拒絶査定
【29】α－リポ酸を主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状・
タブレット状・棒状・ブロック状の加工食品，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

α－リポ酸プラス＼α－リポ酸
通常 2006-013189
＋

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

中間記録

【30】茶

29,30
211

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定
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No.

215

216

217

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

30

【30】シュークリーム

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.04.06 刊行物等提出書
2006.05.31 刊行物等提出による通知書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 拒絶査定

30

【30】キャラメル，キャラメル入りの菓子，キャラメル風味の菓子

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.06.07 刊行物等提出書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.07.11 刊行物等提出による通知書
2006.07.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.08 上申書
2006.08.08 手続補足書
2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.13 手続補正書
2006.11.13 意見書
2006.11.15 手続補足書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.19 拒絶査定
2007.03.20 手続補正書(方式)
2007.03.20 手続補足書
2007.06.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.06.25 登録料納付
［登録］
2008.05.27 登録査定書
2008.06.25 設定納付書
2008.07.15 登録証

通常 2006-013274

ル キャラメル オ ブール サ
レ＼ＬＥ ＣＡＲＡＭＥＬ ＡＵ ＢＥ 通常 2006-013278
ＵＲＲＥ ＳＡＬＥ

※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】α－リポ酸を主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状・
タブレット状・棒状・ブロック状の加工食品，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

ＡＬＰＨＡ ＬＩＰＯＩＣ ＡＣＩＤ ＰＬ 通常:
2006-013190
ＵＳ
標準

カップシュー

指定商品・役務

29

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

2008/9/8
41／53

３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

218

219

220

221

222

223

商標（見本）

商標

ＳＯＵＰ ＤＥ ＰＡＳＴＡ

赤い豆乳

旨味塩＼うま み えん

津軽うどん

マカカレー

対洲

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】スープ付きのパスタ，調理済みの具及びスープ付きの即席パスタ，調理済みの具及
びスープ付きの容器入り即席パスタ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
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 手続補正書
2006.11.14 意見書
2006.11.14 手続補足書
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定
2007.03.16 手続補正書
2007.03.20 手続補足書
2007.05.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.20 登録料納付
［登録］
2007.12.14 登録査定書
2007.12.20 設定納付書
2008.01.15 登録証

32

【32】豆乳飲料，豆乳を加味したその他の清涼飲料，豆乳を加味した果実飲料，豆乳を加
味した乳清飲料，豆乳を加味した飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.25 拒絶査定

30

【30】ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，香辛料

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

30

【30】うどんのめん

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.03.03 手続補正指令書(出願)
2006.03.15 手続補正書(方式)
2006.04.04 刊行物等提出書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.12 刊行物等提出による通知書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

29

【29】調理済みの容器入りカレー，カレーを加味したシチューのもと

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定

31

【31】食用魚介類（生きているものに限る。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

通常:
2006-013387
標準

通常:
2006-013504
標準

通常 2006-013582

通常 2006-013603

通常 2006-013606

通常:
2006-013629
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.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,31,32

224

ＢＭＳ＼ビーエムエス

通常 2006-013636

29
225

226

227

228

229

ハイガトウフ

ＥＬＬＩＰＳＥ＼エリプス

須弥山

ＯＴＳＵＫＡ＼Ｂｅｖｅｒａｇｅ

イエロージョイ

通常:
2006-013667
標準

指定商品・役務

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.02.20 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)
2006.12.22 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］
2006.02.21 願書
2006.02.21 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.22 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール風味の麦芽発泡酒，
ビール，ビール製造用ホップエキス

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.02.21 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

31

【31】果実，苗木，苗，花，種子類

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 意見書
2006.12.08 拒絶査定

通常 2006-014166

通常 2006-014738

通常 2006-014751

通常:
2006-014871
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
2006.02.03 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
2006.09.01 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，家庭用食肉軟化材，ホイップクリーム用安定剤，食用香料 号)
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
2006.12.01 拒絶査定
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
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
【29】油揚げ，凍り豆腐，豆乳，豆腐
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.12 拒絶査定
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No.

230

231

232

233

234

235

商標（見本）

商標

ビオレー・ソリエス

蒸熱弁当

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】果実，苗木，苗，花，種子類

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 意見書
2006.12.08 拒絶査定

21,30

【21】べんとう箱
【30】べんとう

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.04.06 刊行物等提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.19 刊行物等提出による通知書
2006.05.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.27 意見書
2006.12.01 拒絶査定
2007.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

32

【32】飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.02.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

31

【31】きのこ類，きのこ類の種菌

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.03.01 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)
2006.12.22 拒絶査定

30

【30】菓子，パン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.04.06 刊行物等提出書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.02 刊行物等提出による通知書
2006.09.04 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 拒絶査定

16,31

【16】紙製包装用容器，ダンボール箱
【31】果実、みかん

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.03.10 手続補正指令書(出願)
2006.03.28 手続補正書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 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)
2006.12.22 拒絶査定

通常:
2006-014872
標準

通常:
2006-014976
標準

神室山水＼ＫＡＭＵＲＯＳＡＮＳ
通常 2006-015089
ＵＩ

原種＼野生∞エノキ

神戸ブーシェ

メチャ甘みかん

通常 2006-015122

通常 2006-015191

通常 2006-015192

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

中間記録

31
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No.

236

237

238

239

240

商標（見本）

商標

ポジャンマチャ

ガリッと食感！

金のごまだれ

Ｏ２Ｚ

寒天力

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 2006.02.22 願書
2006.02.22 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
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食 項16号)
用グルテン
2006.09.20 上申書
2006.09.21 認定･付加情報
【43】飲食物の提供
2006.09.28 意見書
2006.09.28 認定･付加情報
2006.12.13 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.20 意見書
2006.11.20 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

30

【30】ごまだれ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.30 手続補正書
2006.11.30 意見書
2006.11.30 認定･付加情報
2006.11.30 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶査定
2007.03.12 手続補正書(方式)
2008.03.24 登録料納付
［登録］
2008.02.25 登録査定書
2008.03.24 設定納付書
2008.04.08 登録証

29,32

【29】オリゴ糖を主原料とする液状・ペースト状・粉末状・顆粒状・錠剤状の加工食品，食用 【中間記録情報】
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 ［審査］
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， 2006.02.23 願書
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，
2006.02.23 認定･付加情報
食用たんぱく
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【32】オリゴ糖を含んだ清涼飲料，その他の清涼飲料，果実飲料，ビール，ビール製造用
2006.10.23 意見書
ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
2006.10.23 認定･付加情報
2006.10.23 手続補足書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

29

【29】加工水産物

通常:
2006-015295
標準

通常:
2006-015521
標準

通常:
2006-015574
標準

通常:
2006-015705
標準

通常 2006-016058

※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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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.04.07 手続補正指令書(出願)
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.15 拒絶査定
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No.

241

242

243

244

商標（見本）

商標

蒟蒻麺

熟

旭川牛乳

種別 出願番号

区分

29

【29】加工水産物

29

【29】乳製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

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
【32】トマト酢入りの清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.10.13 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))
2006.11.10 手続補正書
2006.11.10 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

通常 2006-016059

通常 2006-016062

通常:
2006-016277
標準

とろけるカマンベールｉｎ茶碗蒸
通常 2006-016338
し

トマトの赤酢ドリンク

通常:
2006-016449
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】穀物の加工品

32

245

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.04.07 手続補正指令書(出願)
2006.04.24 刊行物等提出書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.02 刊行物等提出による通知書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.04.07 手続補正指令書(出願)
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.04 意見書
2006.12.04 代理人受任届
2006.12.04 手続補足書
2006.12.05 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定
2007.01.22 出願取下書
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No.

246

247

248

249

250

商標（見本）

商標

エチケットサプリキャンディ

クマノホウライ＼熊野蓬莱

うぐいす菜

うぐいす

鮎蓼＼あゆたで

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】キャンディ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 拒絶査定

05,30

【05】薬剤
【30】茶，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香
料（精油のものを除く。），コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイス
クリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，
ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，
即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グル
テン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.26 拒絶査定

31

【31】芽カブ、その他野菜

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.03.24 手続補正指令書(出願)
2006.03.27 手続補正書(方式)
2006.03.27 手続補正書(方式)
2006.06.01 認定･付加情報
2006.06.01 認定･付加情報
2006.06.01 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)
2006.12.08 拒絶査定

31

【31】芽カブ、その他野菜

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.03.24 手続補正書(方式)
2006.03.24 手続補正書(方式)
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.09 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)
2006.12.08 拒絶査定

31

【31】やなぎたで、その他野菜

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.04.03 手続補正書(方式)
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.17 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)
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-016801
標準

通常 2006-016816

通常 2006-017083

通常 2006-017084

通常 2006-017085

※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.

251

商標（見本）

商標

ＧＰシード

種別 出願番号

Ｄｅｔｏｘ Ｐｉｌａｔｅｓ＼解毒健康法 通常 2006-017594

253

通常:
2006-017653
標準

254

255

256

発芽仕立て

指定商品・役務

29

【29】ギムネマ・アスパラガスを主成分とする粉末状・顆粒状・粒状・液体状・カプセル状の
加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

30

【30】米，玄米，発芽米，発芽玄米，押麦，発芽押麦，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大
麦，食用粉類，穀物の加工品，米を主成分として雑穀類を配合してなる配合米

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.26 拒絶査定

30

【30】米，玄米，発芽米，発芽玄米，押麦，発芽押麦，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大
【中間記録情報】
麦，食用粉類，雑穀類を配合してなる穀物の加工品，穀物の加工品，米を主成分として雑 ［審査］
2006.02.28 願書
穀類を配合してなる配合米
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 拒絶査定

30

【30】豚肉入り中華饅頭

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.04.05 手続補正書(方式)
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 拒絶査定

30

【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.03.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.04.10 手続補正書
2006.05.24 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)
2006.12.15 拒絶査定

通常:
2006-017654
標準

福州世祖 胡椒餅＼福州元祖
胡椒餅＼フーチョーピン＼こしょ 通常 2006-018646
うもち

おから入り饅頭

通常 2006-018649

※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】種子類，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，うるしの実，コ 【中間記録情報】
プラ，麦芽，ホップ，飼料，果実，野菜，糖料作物，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木， ［審査］
2006.02.28 願書
花，牧草，盆栽，生花の花輪，飼料用たんぱく
2006.04.13 手続補正書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.04.17 認定･付加情報
2006.07.24 伺い書
2006.07.28 伺い回答書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.29 意見書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-017214
標準

252

天日の恵み

区分
31
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257

258

259

260

261

商標（見本）

商標

おから饅頭

卯の花饅頭

おからの饅頭

みんなのびいる

ぼくらのびいる

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.03.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.04.10 手続補正書
2006.04.19 刊行物等提出書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.05.24 認定･付加情報
2006.06.02 刊行物等提出による通知書
2006.06.19 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

30

【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.03.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.04.10 手続補正書
2006.05.24 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)
2006.12.15 拒絶査定

30

【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.03.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.04.10 手続補正書
2006.06.02 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)
2006.12.15 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 上申書
2006.12.22 拒絶査定
2007.08.10 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］
2006.03.03 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 上申書
2006.12.22 拒絶査定

通常 2006-018650

通常 2006-018651

通常 2006-018652

通常:
2006-019255
標準

通常:
2006-019256
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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262

263

商標（見本）

商標

ナナコクマイ

七穀米

種別 出願番号

区分

265

266

267

268

これですっきり

キンマ茶

ひんやりさわやか

30

【30】菓子及びパン，調味料，香辛料，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい， 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.03.06 願書
オリ，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
2006.03.10 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.25 拒絶査定
【29】桑の葉から抽出した葉緑素を主成分とする粉末状・顆粒状・錠剤状・液状の加工食品 【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.04 意見書
2006.12.26 拒絶査定

通常:
2006-019411
標準

通常:
2006-019412
標準

通常:
2006-019697
標準
30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.03.27 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)
2006.12.22 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

30

【30】明太子風味のピーナッツが入った菓子

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.04 意見書
2006.12.04 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.11.02 手続補正書
2006.11.02 意見書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.18 手続補正書
2006.12.18 意見書
2006.12.26 拒絶査定
2008.07.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

32

【32】飲料用野菜ジュース

通常:
2006-019785
標準

通常:
2006-019953
標準

博多・明太子味∞めんたいこ＼
明太子＼ピー∞博多∞ＨＡＫＡ
ＴＡ ＧＯＵＲＭＥＴ ＦＯＯＤ ＭＥ
ＮＴＡＩＫＯＰＥＡ∞博多の味、明 通常 2006-020159
太子風味の＼ピーナッツが入っ
たお菓子が＼できたとよ。うま
か?！

やっぱり青汁

通常 2006-020292

※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，調味料，香辛料，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい， 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.03.06 願書
オリ，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
2006.03.10 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.25 拒絶査定

29
264

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

269

270

商標（見本）

商標

コラーゲン コーヒー

おこめちゃん

種別 出願番号

区分

【30】コーヒー，代用コーヒー，ミルクコーヒー，コーヒー豆

30

【30】菓子，即席菓子のもと

通常 2006-020897

通常 2006-021212

30
271

272

273

ダブルテイスト

黒羽二重

宇宙トマト

指定商品・役務

30

通常:
2006-021764
標準

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.06 手続補正書
2006.12.06 意見書
2006.12.26 拒絶査定
2007.01.23 手続補正書
2007.04.19 登録料納付
2007.06.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.04.10 登録査定書
2007.04.19 設定納付書
2007.05.29 登録証
【30】食品香料（精油のものを除く。），茶，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリーム 【中間記録情報】
のもと，シャーベットのもと，穀物の加工品，調理済み中華そば，調理済みうどん，調理済 ［審査］
2006.03.10 願書
みそば，調理済みパスタ，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，即席菓子のもと，米， 2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.12 意見書
脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
2006.12.25 拒絶査定

30

【30】和菓子（但し、羽二重餅，羽二重餅を用いた菓子を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.05.17 刊行物等提出書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.06.23 刊行物等提出による通知書
2006.07.21 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 手続補正書
2006.10.25 意見書
2006.12.15 拒絶査定

31

【31】トマト

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.18 手続補正書
2006.10.18 意見書
2006.11.22 認定･付加情報
2006.11.22 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定

通常 2006-021891

通常:
2006-022376
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］
2006.02.23 願書
2006.03.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

274

ウルトラレッドシュリンプ

通常:
2006-022979
標準

32

通常:
2006-023570
標準

275

くろず水

276

健康補助食品＼α－リポ酸＼
いつまでも美容を心がけている
方に＼健康維持を心がけてい 通常 2006-026113
る方に＼ダイエットのサポートに
∞ＡＬＰＨＡ＼ＬＩＰＯＩＣ＼ＡＣＩＤ

277

278

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.27 意見書
2006.11.28 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定
【32】黒酢を使用した清涼飲料，黒酢の製造に使用するミネラルウオ－タ－，黒酢を使用し 【中間記録情報】
［審査］
た清涼飲料・黒酢を使用した果実飲料の調合に使用するミネラルウオ－タ－
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 手続補正書
2006.11.28 意見書
2006.11.28 認定･付加情報
2006.11.28 認定･付加情報
2006.11.29 手続補足書
2006.12.26 認定･付加情報
2006.12.27 拒絶査定

29

【29】α－リポ酸を含有するカプセル状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.14 意見書
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶査定

29

【29】韃靼そばの若葉の青汁を使用した粉末状・粒状・顆粒状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.14 意見書
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶査定

31

【31】アスパラガス

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.13 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定

だったん＼韃靼そば＼若葉＼１
００％∞新鮮な若葉の青汁＼１
通常 2006-026114
００％使用∞サラサラ習慣を＼
応援！

会津アスパラ畑

通常:
2006-026211
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】えび
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

279

280

281

282

商標（見本）

商標

モンブラン・モカ

ＮＡＴＵＲＡＬ ＭＥＤＩＣＩＮＥ

さらさらカレー

モカロール

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】モンブランケーキとモカコーヒーの風味のチョコレート菓子

29

【29】クランベリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状の加工食品， 【中間記録情報】
［審査］
ザクロを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状の加工食品，アサイベ
リーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状の加工食品，加工野菜及び 2006.03.31 願書
2006.03.31 認定･付加情報
加工果実
2006.09.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.12.13 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.21 拒絶査定
2007.01.19 手続補足書
2007.02.16 手続補正書
2007.10.31 登録料納付
［登録］
2007.10.01 登録査定書
2007.10.31 設定納付書
2007.11.20 登録証

29,43

【29】カレーのもと
【43】カレー料理を主とする飲食物の提供

30,43

【30】菓子及びパン
【43】飲食物の提供

通常:
2006-028851
標準

通常:
2006-029020
標準

通常:
2006-029589
標準

通常 2006-035321

※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］
2006.03.31 願書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.08.15 刊行物等提出書
2006.09.11 認定･付加情報
2006.09.15 刊行物等提出による通知書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 手続補正書
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.11.30 手続補正書
2006.11.30 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定
2007.04.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.06.14 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.21 刊行物等提出による通知書
2006.08.11 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.08.15 刊行物等提出書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.22 刊行物等提出による通知書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,32,35,36,42

283

Ｂｅ ａｌｗａｙｓ ｆｏｒ Ｃｕｓｔｏｍｅｒ
ｓ！

通常 2006-036182

29,35

284

京・丹波黒ニンニク

通常 2006-042067

30,43
285

すし松

指定商品・役務

【30】すし，べんとう
【43】飲食物の提供

通常:
2006-042750
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
2006.04.19 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2006.04.19 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
2006.09.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ 条1項11号を除く))
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.12.25 拒絶査定
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース
【29】にんにくを主原料とした粒状の加工食品
【中間記録情報】
［審査］
【35】にんにくの加工食品の販売に関する情報の提供
2006.04.20 願書
2006.05.17 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)
2006.10.12 手続補正書
2006.10.12 意見書
2006.11.20 認定･付加情報
2006.11.20 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.22 意見書
2006.12.01 拒絶査定

