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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,32

1

トリカフェート

通常 2004-083372

05,29,30,32

2

ミルクセラミド

通常:
2005-037373
標準

29

3

メープルキャラメルシート

指定商品・役務
【29】ポリフェノールを含有する植物エキスを原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状
の加工食品，ポリフェノールを使用してなる食肉，ポリフェノールを使用してなる食用魚介類
（生きているものを除く），ポリフェノールを使用してなるかつお節，ポリフェノールを使用して
なる寒天，ポリフェノールを使用してなる削り節，ポリフェノールを使用してなる食用魚粉，
ポリフェノールを使用してなるとろろ昆布，ポリフェノールを使用してなる干しのり，ポリフェ
ノールを使用してなる干しひじき，ポリフェノールを使用してなる干しわかめ，ポリフェノール
を使用してなる焼きのり，ポリフェノールを使用してなる肉製品，ポリフェノールを使用してな
る加工水産物，ポリフェノールを使用してなる豆，ポリフェノールを使用してなる加工野菜及
び加工果実，ポリフェノールを使用してなる冷凍果実，ポリフェノールを使用してなる冷凍野
菜，ポリフェノールを使用してなる卵，ポリフェノールを使用してなる加工卵，ポリフェノール
を使用してなる乳製品，ポリフェノールを使用してなる食用油脂，ポリフェノールを使用して
なるカレー・シチュー又はスープのもと，ポリフェノールを使用してなるなめ物，ポリフェノー
ルを使用してなるお茶漬けのり，ポリフェノールを使用してなるふりかけ，ポリフェノールを
使用してなる油揚げ，ポリフェノールを使用してなる凍り豆腐，ポリフェノールを使用してな
るこんにゃく，ポリフェノールを使用してなる豆乳，ポリフェノールを使用してなる豆腐，ポリ
フェノールを使用してなる納豆，ポリフェノールを使用してなる食用たんぱく
【32】ポリフェノールを含有する植物エキスを原料とする清涼飲料，ポリフェノールを使用し
てなるビール，ポリフェノールを使用してなる果実飲料，ポリフェノールを使用してなる飲料
用野菜ジュース，ポリフェノールを使用してなる乳清飲料，ポリフェノールを使用してなる
【05】ビタミン剤，ミネラル剤，医療用栄養添加剤，食餌療法用食品調整剤，栄養補給剤，
栄養補給飲用薬剤，医療用たんぱく性食品，その他の薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オ
ブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理
用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕
環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳幼児用粉乳，先天性代謝異状症治療用
粉ミルク（薬剤に属するものに限る。），牛乳アレルギー疾患用粉ミルク，乳幼児の離乳育
児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓子，乳
幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児用乳清
飲料，乳幼児の離乳育児用茶飲料，胃食道逆流予防用食餌療法用食品，せき止めあめ，
カゼイン或いはホエー等たんぱく質を主とした粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状・
ゼリー状・ゲル状・液状・チュアブル状・シロップ状・球状・スティック状・ビスケット状・ペース
ト状の食餌療法用食品，ミネラルを主原料とする食餌療法用食品，たんぱく質を主原料と
する食餌療法用食品，その他の食餌療法用食品，食餌療法用飲料，人工受精用精液
【29】たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の
加工食品，ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ミネラルを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
品，鉄・ラクトフェリンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液
状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加
工食品，アミノ酸を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ファットスプレッド，マーガリン，植物性脂肪からなるクリーム，ショートニング，ラー
【29】シート状の乳製品，シート状のマーガリン，シート状のショートニング，シート状のその
他の食用油脂

通常:
2005-044858
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］
2004.09.09 願書
2004.09.28 認定･付加情報
2005.03.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.22 手続補正書
2005.04.22 意見書
2005.04.25 手続補足書
2005.05.27 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.26 願書
2005.04.26 認定･付加情報
2005.11.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.02 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))
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.06 手続補足書
2006.01.11 手続補正書
2006.01.11 意見書
2006.01.13 手続補足書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.02.14 認定･付加情報
2006.02.14 認定･付加情報
2006.02.14 認定･付加情報
2006.02.14 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.23 願書
2005.05.23 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 手続補正書
2006.08.25 認定･付加情報
2006.08.25 認定･付加情報
2006.08.25 意見書
2007.01.09 拒絶査定
2008.06.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10,25,28,29,30,41

4

保健体育

通常:
2005-044977
標準

30

5

ＧＲＡＮＤＥ＼グランデ

通常 2005-048182

30

6

ＧＥＯＲＧＩＡ ＧＲＡＮＤＥ＼
ジョージア グランデ

通常 2005-048183

29

7

越前熟成にがり

通常 2005-051942

※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
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【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，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），みそ，ウースターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょ
うゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のた
れ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味料，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
【41】当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提供，献体の手配，動物の調教，植物
の供覧，動物の供覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の
供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運
営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送
【30】茶，コーヒー及びココア

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.23 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.13 手続補正書
2006.01.13 意見書
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.31 願書
2005.12.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.20 上申書
2006.09.25 手続補正指示書(審査官)
2006.12.25 手続補正書
2006.12.25 上申書
2007.01.09 拒絶査定
2007.07.27 手続補正書
2007.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【30】茶，コーヒー及びココア
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.31 願書
2005.12.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.20 上申書
2006.09.25 手続補正指示書(審査官)
2006.12.25 手続補正書
2006.12.25 上申書
2007.01.09 拒絶査定
2007.07.27 手続補正書
【29】越前産のにがりを使用してなる豆腐，同豆腐を使用してなる油揚げ，同豆腐を使用し 【中間記録情報】
［審査］
てなる凍り豆腐
2005.06.09 願書
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.02 手続補正書
2006.02.02 意見書
2007.01.15 拒絶査定
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No.

商標（見本）

8

9

10

11

商標

紫汁

いもおから

かんしょおから

富士見ゴマセサミノール

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】清涼飲料

29,32

【29】いも類を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゲル状・ペースト状のおから 【中間記録情報】
風の加工食品，おから風の加工野菜及び加工果実，いも類とおからを主原料とする粉末 ［審査］
2005.06.24 願書
状・顆粒状・カプセル状・液状・ゲル状・ペースト状の加工食品，いも風の加工野菜及び加
工果実，おからを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゲル状・ペースト状のい 2005.06.27 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
も風の加工食品，加工野菜及び加工果実
【32】清涼飲料，ビール，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 項16号)
2007.01.12 拒絶査定
エキス

29,32

【29】いも類を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゲル状・ペースト状のおから 【中間記録情報】
風の加工食品，おから風の加工野菜及び加工果実，いも類とおからを主原料とする粉末 ［審査］
2005.06.24 願書
状・顆粒状・カプセル状・液状・ゲル状・ペースト状の加工食品，いも風の加工野菜及び加
工果実，おからを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・ゲル状・ペースト状のい 2005.06.27 認定･付加情報
も風の加工食品，加工野菜及び加工果実
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【32】清涼飲料，ビール，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 項16号)
2007.01.12 拒絶査定
エキス

29

【29】胡麻又は胡麻抽出物を主成分とする液状・顆粒状・固状・ゼリー状・ペースト状等の半 【中間記録情報】
［審査］
固状又はカプセル入りの加工食品
2005.06.13 願書
2005.07.15 手続補正指令書(出願)
2005.07.26 手続補正書
2005.09.14 認定･付加情報
2005.09.14 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第4条各号+第4条1項11
号)
2006.02.13 手続補正書
2006.04.21 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.29 手続補正書(方式)
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.08 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
2007.06.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-057399
標準

通常 2005-057669

通常 2005-057671

通常 2005-057829

※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］
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.02.09 手続補正書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.03.07 意見書
2006.03.07 代理人受任届
2006.03.07 手続補足書
2006.03.07 手続補足書
2006.03.07 手続補足書
2006.03.07 手続補足書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.04.06 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶査定
2007.03.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.24 手続補正書(方式)
2007.04.24 手続補正書
2007.08.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.28 登録料納付
［登録］
2008.01.07 登録査定書
2008.01.28 設定納付書
2008.02.12 登録証
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

12

13

14

15

16

商標（見本）

商標

赤ワインマスタード

ビアセラ＼Ｂｅｅｒ Ｃｅｌｌａｒ

江戸歳時菓＼初がつお

重ね搾り

抑糖

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】マスタード

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.20 願書
2005.07.11 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.27 意見書
2006.04.19 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

32

【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，ビール製造用ホップエキス

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.01 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.29 手続補正書
2006.03.29 手続補足書
2006.03.29 意見書
2006.04.26 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定
2008.07.29 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］
2005.06.24 願書
2005.07.14 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)
2007.01.19 拒絶査定

30

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.14 意見書
2007.01.15 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
（精油のものを除く。），茶，漢方生薬を主原料としたティーバッグ状の茶，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2005.08.26 刊行物等提出書
2005.10.07 刊行物等提出による通知書
2005.10.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.05 意見書
2007.01.05 拒絶査定

通常 2005-059871

通常 2005-060382

通常 2005-062138

通常:
2005-062596
標準

通常 2005-064648

※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）２００７．０１.xls
No.

17

18

19

20

21

商標（見本）

商標

３つかんだら１日分

寒天ドリンク

のむ寒天

お子さましょうが湯

お酢ってスゴイ！

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 2005.07.13 願書
2005.07.13 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
2006.02.27 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，酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食 2006.04.10 意見書
品，穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品
2006.04.10 認定･付加情報
2007.01.15 拒絶査定
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
2007.04.23 手続補正書(方式)
ジュース
2008.02.20 登録料納付
［登録］
2008.01.07 登録査定書
2008.02.20 設定納付書
2008.03.18 登録証

29

【29】寒天

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.05 願書
2006.06.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】寒天

32

【32】即席しょうが湯のもと

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.05 願書
2006.06.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
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))
2006.03.23 手続補正書
2006.03.23 意見書
2007.01.12 拒絶査定

30,32

【30】酢を使用してなる菓子，食酢，酢のもと，酢を使用してなる調味料，すし，酢を主原料 【中間記録情報】
とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品
［審査］
2005.07.28 願書
【32】酢を使用してなる清涼飲料，酢を使用してなる果実飲料，酢を使用してなる乳清飲
2005.07.28 認定･付加情報
料，酢を使用してなる飲料用野菜ジュース
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.30 手続補正書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 意見書
2007.01.15 拒絶査定

通常:
2005-064658
標準

通常:
2005-067020
標準

通常:
2005-067021
標準

通常 2005-069847

通常 2005-069861

※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

30,32
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No.

22

23

24

商標（見本）

商標

夏のスタミナ

ごんぼっぱ

恵方巻

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 2005.07.28 願書
2005.07.28 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
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.03.30 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
用グルテン，酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食 2006.03.30 認定･付加情報
品，穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品
2007.01.15 拒絶査定
2007.03.07 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
2007.04.23 手続補正書(方式)
ジュース
2008.06.02 出願却下処分書(登録)

30

【30】うどんのめん

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.31 手続補正書
2005.11.30 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.08 手続補正書
2006.05.08 意見書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定

30

【30】すし

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2005.08.26 手続補正指令書(出願)
2005.09.01 手続補正書
2005.10.21 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.11 手続補正書
2006.01.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.02.17 認定･付加情報
2006.02.24 手続却下の処分(補正指令)
2006.03.10 刊行物等提出書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.06.09 刊行物等提出による通知書
2006.06.14 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.01 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
2006.12.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.26 拒絶査定
2007.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.12.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-069864
標準

通常:
2005-070490
標準

通常:
2005-072920
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

30,32
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No.

25

26

27

28

29

商標（見本）

商標

からだにだいず！

味玉

江戸前仕立て

江戸前仕込み

泉茶

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】蒸し大豆，大豆

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
2005.08.08 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2005.08.08 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
2006.03.03 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 2006.04.04 意見書
2006.04.27 認定･付加情報
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.07.10 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
2007.01.09 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
2007.03.28 手続補正書
用グルテン
2008.08.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.08.25 登録料納付
［登録］
2008.07.29 登録査定書
2008.08.25 設定納付書
2008.09.16 登録証

30

【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと， 【中間記録情報】
［審査］
シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，即席菓子のもと，米，食用粉類
2005.08.08 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.12 手続補正書
2006.04.12 意見書
2007.01.05 拒絶査定

30

【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと， 【中間記録情報】
［審査］
シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，即席菓子のもと，米，食用粉類
2005.08.08 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.12 手続補正書
2006.04.12 意見書
2007.01.05 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

通常 2005-073612

通常:
2005-073630
標準

通常 2005-073631

通常 2005-073632

通常:
2005-074318
標準

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

中間記録

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.06 意見書
2006.04.06 手続補足書
2006.05.10 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.02 手続補正書(方式)
2007.04.02 手続補足書
2008.03.12 登録料納付
［登録］
2008.02.18 登録査定書
2008.03.12 設定納付書
2008.03.31 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.21 意見書
2006.07.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.10 拒絶査定
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No.

30

31

32

33

34

35

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】緑茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 意見書
2006.06.02 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.13 手続補正書(方式)
2006.08.03 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.30 意見書
2006.06.02 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.12 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】豆類，穀物などを主原料とする粉末状，錠剤状，顆粒状，粒状，カプセル状，液状の
加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】豆類，穀物などを主原料とする粉末状，錠剤状，顆粒状，粒状，カプセル状，液状の
加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.08.24 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】豆類，穀物などを主原料とする粉末状，錠剤状，顆粒状，粒状，カプセル状，液状の
加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.05 拒絶査定

32,33

【32】ビール，発泡酒，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造 【中間記録情報】
用ホップエキス，ビール風味の麦芽発泡酒
［審査］
2005.08.04 願書
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
2005.08.25 認定･付加情報
2005.12.27 刊行物等提出書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.10 刊行物等提出による通知書
2006.02.23 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
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))
2007.01.19 拒絶査定

日本緑茶発祥の地 宇治田原 通常:
2005-075653
町
標準

船橋三番瀬

紅汁

白汁

黄汁

水と共に生きる

通常:
2005-076159
標準

通常 2005-076631

通常 2005-076632

通常 2005-076633

通常 2005-076945

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

中間記録
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

36

吾妻二八手打ちそば

通常:
2005-079219
標準

30
37

38

39

40

41

42

うみのやさいスナック

沖縄産＼くるま海老せんべい

銘店の逸品

馬パワー１００％

ケーキ職人の＼スフレチーズ
ケーキ

取扱注意

通常:
2005-079446
標準

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.11 願書
2005.10.17 刊行物等提出書
2005.11.16 認定･付加情報
2005.11.25 刊行物等提出による通知書
2005.11.30 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条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 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 2005.08.25 願書
2006.03.27 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
2006.04.27 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
2007.01.29 拒絶査定
用グルテン

30

【30】お菓子（せんべい）

30

【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］
2005.08.26 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， 2006.03.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.08 意見書
脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
2007.01.22 拒絶査定

29

【29】馬のプラセンタを主原料としてなる錠剤状・粉末状・顆粒状・液状・ゼリー状またはカプ 【中間記録情報】
［審査］
セル入りの加工食品
2005.08.26 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 拒絶査定

30

【30】スフレチーズケーキ

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 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］
2005.08.30 願書
2006.10.20 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))
2007.01.26 拒絶査定

通常 2005-079663

通常:
2005-080099
標準

通常 2005-080120

通常 2005-080996

通常 2005-080997

※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】そばのめん，即席そばのめん

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.11 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定
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No.

43

44

商標（見本）

商標

黒七味

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】白胡麻・黒胡麻・一味・山椒・けしの実・麻の実・青のりを主原料とし乾煎りした後さら
に手もみで練り合わせて製造した七味唐辛子

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 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)
2006.06.28 手続補正書
2006.06.28 意見書
2006.09.29 手続補正指示書(審査官)
2006.11.02 上申書
2006.11.02 手続補足書
2006.12.04 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.02.05 手続補足書
2007.03.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.13 手続補正書(方式)
2007.04.13 手続補足書
2007.05.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.06.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.07.25 登録料納付
［登録］
2008.07.22 登録査定書
2008.07.25 設定納付書
2008.08.19 登録証

03,05,32,33

【03】白金コロイドを含む家庭用帯電防止剤，白金コロイドを含む家庭用脱脂剤，白金コロ
イドを含むさび除去剤，白金コロイドを含む染み抜きベンジン，白金コロイドを含む洗濯用
柔軟剤，白金コロイドを含む洗濯用漂白剤，白金コロイドを含むかつら装着用接着剤，白
金コロイドを含むつけまつ毛用接着剤，白金コロイドを含む洗濯用でん粉のり，白金コロイ
ドを含む洗濯用ふのり，白金コロイドを含む塗料用剥離剤，白金コロイドを含む靴クリー
ム，白金コロイドを含む靴墨，白金コロイドを含むつや出し剤，白金コロイドを含むせっけん
類，白金コロイドを含む歯磨き，白金コロイドを含む化粧品，白金コロイドを含む香料類，白
金コロイドを含む研磨紙，白金コロイドを含む研磨布，白金コロイドを含む研磨用砂，白金
コロイドを含む人造軽石，白金コロイドを含むつや出し紙，白金コロイドを含むつや出し布，
白金コロイドを含むつけづめ，白金コロイドを含むつけまつ毛
【05】白金コロイドを含む薬剤，白金コロイドを含む医療用油紙，白金コロイドを含む衛生マ
スク，白金コロイドを含むオブラート，白金コロイドを含むガーゼ，白金コロイドを含むカプセ
ル，白金コロイドを含む眼帯，白金コロイドを含む耳帯，白金コロイドを含む生理帯，白金コ
ロイドを含む生理用タンポン，白金コロイドを含む生理用ナプキン，白金コロイドを含む生理
用パンティ，白金コロイドを含む脱脂綿，白金コロイドを含むばんそうこう，白金コロイドを含
む包帯，白金コロイドを含む包帯液，白金コロイドを含む胸当てパッド，白金コロイドを含む
歯科用材料，白金コロイドを含む医療用腕環，白金コロイドを含む失禁用おしめ，白金コロ
イドを含むはえ取り紙，白金コロイドを含む防虫紙，白金コロイドを含む乳糖，白金コロイド
を含む乳児用粉乳，白金コロイドを含む人工受精用精液
【32】白金コロイドを含むビール，白金コロイドを含む清涼飲料，白金コロイドを含む果実飲
料，白金コロイドを含むビール製造用ホップエキス，白金コロイドを含む乳清飲料，白金コ
ロイドを含む飲料用野菜ジュース
【33】白金コロイドを含む日本酒，白金コロイドを含む洋酒，白金コロイドを含む果実酒，白

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 出願人名義変更届
2006.11.15 手続補足書
2006.12.11 手続補正書
2006.12.11 意見書
2006.12.11 手続補足書
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.14 認定･付加情報
2006.12.14 認定･付加情報
2007.01.16 認定･付加情報
2007.01.24 拒絶査定
2007.05.07 手続補正書
2007.05.07 手続補足書
2008.07.23 登録料納付
［登録］
2008.07.09 登録査定書
2008.07.23 設定納付書
2008.08.19 登録証

通常 2005-081524

プラチナパワー＼Ｐｌａｔｉｎｕｍ Ｐ
通常 2005-084569
ｏｗｅｒ

※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.

45

46

47

商標（見本）

商標

オカラピューレ

うすきカボス

ペコボトル＼ＰＥＣＯＢＯＴＴＬＥ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【01】工業用粉類
【中間記録情報】
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 ［審査］
2005.09.09 願書
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
2005.10.29 刊行物等提出書
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
2005.12.05 刊行物等提出による通知書
め物，豆，食用たんぱく，卵豆腐，おからを主原料としたゼリー状の加工食品，茶碗蒸し，
おからを原料としたつみれ，蓮根蒸し，厚焼き卵，伊達巻き卵，ハンバーグ，いわしのつみ 2006.04.24 拒絶理由通知書(その他(第4条1項11号を
除く))
いれ，白身魚のしんじょ，カレールー，牛乳，絹ごし豆腐，充填豆腐，木綿豆腐，寄せ豆
2006.04.24 手続補正指示書(審査官)
腐，おぼろ豆腐，おからを使用し冷凍した畜肉製品，厚揚げ・生揚げ・薄揚げ・いなり寿司
用の油揚げ・がんもどき・油揚げの生地，凍り豆腐の生地，厚揚げ，生揚げ，薄揚げ，いな 2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 意見書
り寿司用の油揚げ，がんもどき，湯葉，湯葉豆腐，ゲル状の食用大豆たんぱく，蒲鉾，竹
輪，揚げ蒲鉾，はんぺん，魚肉ソーセージ，水産練り製品，卵焼き，チーズ，ヨーグルト，食 2006.06.05 手続補足書
用ゼラチン，ハム，ソーセージ，畜肉製品，胡麻豆腐，マッシュポテト，ジャム，ところてん， 2006.06.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
牛乳を原料にした乳酸菌飲料，おからを含んだ肉団子，豆乳を使用したヨーグルト
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.20 物件提出命令書(審査部)
【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
2006.07.20 手続補正指示書(審査官)
（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 2006.08.28 手続補正書
2006.08.28 手続補足書
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.08.28 意見書
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.08.29 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
2006.08.29 認定･付加情報
用グルテン，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，蒸し 2006.09.04 手続補正指示書(審査官)
2006.09.27 認定･付加情報
パン，おからを原料とした羊羹，おからを原料とした水羊羹，白玉，おからを原料とした団
2006.09.28 手続補正書
子（菓子），おからを含んだしん粉の団子（菓子），おからを含んだもち粉の団子（菓子），
チーズケーキ，カスタードプリン，うどんのめん，素麺のめん，即席ラーメン，パスタ，生麩， 2006.09.29 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
焼き麩，ビスケット，シュークリーム，ババロア，蕎麦生地，チョコレート，グミキャンディー，
ういろう，煎餅，あられ，ケーキ，菓子生地，餅，杏仁豆腐，こんにゃく使用のゼリー菓子，メ 項16号)
レンゲ菓子
2006.12.15 意見書
【31】釣り用餌
2006.12.15 認定･付加情報
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース，豆乳飲料，寒天ゼリー入り清涼 2007.01.09 拒絶査定
2007.03.01 手続補正書
2007.03.06 出願人名義変更届
2007.03.06 手続補足書
2007.04.05 手続補正書(方式)
2007.04.05 代理人受任届
2007.04.05 上申書
2007.05.16 手続補正書(方式)

30,32

【30】みそ、しょうゆ、ソース、ケチャップ、食酢、そばつゆ、ドッレシング、焼肉たれ、マヨネー 【中間記録情報】
ズ、洋菓子、アイスクリーム、アイスキャンデー、シャーベット、ヨーグルト、和菓子
［審査］
2005.09.01 願書
【32】乳酸飲料、果実飲料、清涼飲料
2005.11.04 手続補正指令書(出願)
2005.11.24 手続補正書(方式)
2005.11.24 手続補正書(方式)
2006.01.13 通知書(再提出通知)
2006.04.21 通知書(却下処分前通知)
2006.07.27 手続補正書
2006.09.15 認定･付加情報
2006.09.22 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

29

【29】食用油脂（但し，マーガリンを除く）

通常:
2005-084856
標準

通常 2005-087040

通常 2005-088545

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

中間記録

01,29,30,31,32
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.10.20 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))
2007.01.26 拒絶査定
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No.

48

49

50

51

商標（見本）

商標

エコボトル＼ＥＣＯＢＯＴＴＬＥ

エコパウチ＼ＥＣＯＰＯＵＣＨ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)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)
2007.01.26 拒絶査定

29

【29】食用油脂（但し，マーガリンを除く）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

30

【30】黒砂糖，黒砂糖を使用してなる菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.16 手続補正書
2006.06.16 認定･付加情報
2006.06.16 認定･付加情報
2006.06.16 意見書
2007.01.31 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，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，その他の調味料，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
【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，その他の調味料，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］
2005.10.04 願書
2005.10.05 手続補足書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.30 拒絶査定

通常 2005-088546

通常 2005-088547

奄美＼加計呂麻＼の＼純黒糖
通常 2005-088637
∞すたん＼がぶ∞奄美

西京白味噌∞京醍醐＼味噌∞
通常 2005-092447
きょう＼だいご＼みそ

八丁味噌∞京醍醐＼味噌∞
きょう＼だいご＼みそ

通常 2005-092448

※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（但し，マーガリンを除く）

30

52

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2005.10.05 手続補足書
2005.11.07 認定･付加情報
2005.12.10 刊行物等提出書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.01.17 刊行物等提出による通知書
2006.01.24 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.06.12 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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.30 拒絶査定
2007.06.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/10/16
14／59

３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

53

54

55

56

商標（見本）

商標

鮭番屋の熟成山漬け

アンチエージングクラフト

フローラバランス

シーピーピー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】鮭，鮭を主材とした加工水産物

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］
2005.10.07 願書
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
2005.10.18 認定･付加情報
腐，納豆，食用たんぱく
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】ビフィズス菌・オリゴ糖・Ｌ－カルニチンを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉
末状・チュアブル状・ゼリー状・液状・粒状又はクッキー状の加工食品，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，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カ
レー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.04.21 刊行物等提出書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.05.26 刊行物等提出による通知書
2006.06.05 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)
2006.10.10 意見書
2006.10.11 手続補足書
2006.11.10 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
2007.04.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29,30,32

【29】グルコサミンを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック
状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，コンドロイチンを主成分とする粒状・顆粒状・
液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，
コラーゲンを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟
カプセル状又はカプセル状の加工食品，ＭＳＭ（メチルスルフォニルメタン）を主成分とする
粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状
の加工食品，ヒアルロン酸を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・
スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，鶏冠抽出物を主成分とする粒状・
顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加
工食品，大豆イソフラボンを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・
スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，コエンザイムＱ１０を主成分とする
粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状
の加工食品，イチョウ葉を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・ス
ティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，アミノ酸を主成分とする粒状・顆粒
状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食
品，カテキンを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・
軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，カルシウムを主成分とする粒状・顆粒状・液状・
ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，食物繊
維を主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル
状又はカプセル状の加工食品，セラミドを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤
状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状の加工食品，ウコンを主成分とする
粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・スティック状・軟カプセル状又はカプセル状
の加工食品，カキエキスを主成分とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・ス

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.29 意見書
2007.01.23 拒絶査定

通常:
2005-093608
標準

通常 2005-094225

通常:
2005-095660
標準

通常:
2005-098902
標準

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

中間記録

29
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2006.03.07 出願人名義変更届
2006.03.07 手続補足書
2006.05.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 手続補正指令書(中間書類)
2006.05.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.01 手続補正書(方式)
2006.06.28 認定･付加情報
2006.06.28 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)
2007.01.19 拒絶査定

2008/10/16
15／59

３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

57

58

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

03,05,24,29,30,32

【03】高麗人参成分と茶成分が入ったせっけん類・高麗人参成分と茶成分が入った歯磨き・
高麗人参成分と茶成分が入った化粧品，高麗人参成分と茶成分が入った香料類，高麗人
参成分と茶成分が入った研磨布
【05】高麗人参成分と茶成分が入った入浴剤，高麗人参成分と茶成分が入った防臭剤，高
麗人参成分と茶成分が入った防腐剤，高麗人参成分と茶成分が入った消臭剤，高麗人参
成分と茶成分が入った防虫剤，高麗人参成分と茶成分が入った防虫紙
【24】高麗人参成分と茶成分を含有させた布団，高麗人参成分と茶成分を含有させた毛
布，高麗人参成分と茶成分を含有させた敷布，高麗人参成分と茶成分を含有させたまくら
カバー，高麗人参成分と茶成分を含有させたふきん，高麗人参成分と茶成分を含有させた
織物製トイレットシートカバー，高麗人参成分と茶成分を含有させたカーテン，高麗人参成
分と茶成分を含有させた遺体覆い，高麗人参成分と茶成分を含有させた黒白幕，高麗人
参成分と茶成分を含有させたビリヤードクロス，高麗人参成分と茶成分を含有させた布製
ラベル
【29】高麗人参成分と茶成分が入った食用油脂，高麗人参成分と茶成分が入った乳製品，
高麗人参成分と茶成分が入った肉製品，高麗人参成分と茶成分が入った加工水産物，高
麗人参成分と茶成分が入った加工野菜及び加工果実，高麗人参成分と茶成分が入った油
揚げ，高麗人参成分と茶成分が入った豆乳，高麗人参成分と茶成分が入ったこんにゃく，
高麗人参成分と茶成分が入った豆腐，高麗人参成分と茶成分が入った納豆，高麗人参成
分と茶成分が入ったカレー・シチュー又はスープのもと，高麗人参成分と茶成分が入ったふ
りかけ，高麗人参成分と茶成分が入ったなめ物，高麗人参成分と茶成分を主成分とする粒
状・粉状・錠剤状・カプセル状の加工食品
【30】高麗人参成分と茶成分が入った食品香料（精油のものを除く。），高麗人参成分と茶
成分が入ったコーヒー及びココア，高麗人参成分と茶成分が入った菓子及びパン，高麗人
参成分と茶成分が入った調味料，高麗人参成分と茶成分が入った香辛料，高麗人参成分
と茶成分が入ったアイスクリームのもと，高麗人参成分と茶成分が入った穀物の加工品，
高麗人参成分と茶成分が入ったぎょうざ，高麗人参成分と茶成分が入ったしゅうまい，高麗
【32】緑茶入りの清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.03.31 刊行物等提出書
2006.05.18 刊行物等提出による通知書
2006.05.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.25 意見書
2007.01.16 拒絶査定

かつお風味 和風だし∞風味＼
通常 2005-099304
厳選

高麗人参葉緑茶入り

通常 2005-101893

近江の茶∞緑茶∞琵琶湖に広
がる＼味と香りの近江の茶∞ 通常 2005-105220
全国農業協同組合連合会

30,43

60

香久山＼プリン

通常 2005-105389

※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】だしの素

32

59

指定商品・役務

30

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.11.08 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))
2006.12.13 手続補正書
2006.12.13 意見書
2007.01.10 拒絶査定

【30】菓子及びパン，コーヒー及びココア，茶，サンドイッチ・キッシュロレーヌ，食用粉類
【中間記録情報】
【43】茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供，西洋料理を主 ［審査］
2005.10.26 願書
とする飲食物の提供
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2005.12.14 手続補正書
2006.02.17 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.10 認定･付加情報
2006.05.26 手続却下の処分(補正指令)
2006.10.20 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))
2007.01.26 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

61

62

63

商標（見本）

商標

§ＳａｒｄｉｎｅＰｅｐｔｉｄｅ

信州三年味噌

１１月２２日いい夫婦の日

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

29,32,33

区分

【29】いわしから抽出したペプチド成分を主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・液状・
カプセル状・固形状・ゼリー状・ペースト状・シート状・フレーク状の加工食品，いわしエキス
【32】いわしエキスを加味した清涼飲料，いわしエキスを加味した果実飲料，いわしエキスを
加味した乳清飲料，いわしエキスを加味した飲料用野菜ジュース
【33】いわしエキスを加味した薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.11.10 手続補足書
2005.11.10 認定･付加情報
2005.11.10 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
条1項11号を除く))
2006.07.20 手続補正書
2006.07.20 認定･付加情報
2006.07.20 認定･付加情報
2006.07.20 手続補足書
2006.07.20 意見書
2006.08.24 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定
2007.02.26 手続補足書
2007.02.27 手続補足書
2007.04.25 手続補正書
2007.04.27 手続補足書
2008.02.18 登録料納付
2008.03.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.01.25 登録査定書
2008.02.18 設定納付書
2008.03.11 登録証

30

【30】みそ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.25 意見書
2006.07.25 認定･付加情報
2006.07.28 手続補足書
2006.08.25 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

03,14,26,30,31,39

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2005.11.18 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.12.27 手続補正指令書(出願)
毛
2006.01.26 手続補正書(方式)
2006.02.24 認定･付加情報
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶 条1項11号を除く))
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原 2006.08.07 手続補正書
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具 2006.08.07 意見書
【26】漁網製作用杼，メリヤス機械用編針，針類，被服用はとめ，テープ，リボン，編みレー 2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.07 認定･付加情報
ス生地，刺しゅうレース生地，房類，組みひも，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜
2007.01.17 拒絶査定
き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除く。），腕止め，衣服用き章（貴金属製のものを除
く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用ブローチ，帯留，
ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン類，造花，つけあ
ごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除
く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具
【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

通常 2005-105766

通常:
2005-106746
標準

通常:
2005-108861
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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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

64

65

66

67

商標（見本）

商標

春のパイ

らかん菓

ライスバーグ

０番

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，パイ，パイ菓子及びパイ生地を用いたパン，調味料，香 【中間記録情報】
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，パイ生地，パイ生地を用いた ［審査］
2005.11.21 願書
パンのサンドイッチ・ハンバーガー・ホットドッグ，パイ生地を用いたピザ，ミートパイ，即席
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
パイ菓子の素
条1項11号を除く))
2006.10.02 手続補正書
2006.10.02 意見書
2006.10.03 手続補足書
2006.11.02 認定･付加情報
2006.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.30 拒絶査定
2008.01.29 職権訂正履歴(職権訂正)

30

【30】菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.11.30 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

30

【30】米の加工食品及びその他の穀物の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 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))
2007.01.09 拒絶査定

16,21,25,29,30,32

【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，事務
用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名
印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封
かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書
細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工
用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集
用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用
水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），か
いばおけ，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶
ブラシ，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式
又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用
アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こ
し器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金
属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆
（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃも
じ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，
大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，
焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯
用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろう
そく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえ
たたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 意見書
2007.01.09 拒絶査定

通常 2005-109356

通常:
2005-111689
標準

通常:
2005-114251
標準

通常:
2005-114405
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）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,21,25,29,30,32

68

零番

通常:
2005-114406
標準

16,21,25,29,30,32

69

第０番

通常:
2005-114407
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
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，事務
用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名
印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封
かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書
細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工
用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集
用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用
水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），か
いばおけ，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶
ブラシ，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式
又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用
アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こ
し器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金
属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆
（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃも
じ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，
大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，
焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯
用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろう
そく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえ
たたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，事務
用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名
印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封
かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書
細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工
用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集
用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用
水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），か
いばおけ，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶
ブラシ，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式
又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用
アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こ
し器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金
属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆
（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃも
じ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，
大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，
焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯
用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろう
そく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえ
たたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 意見書
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 意見書
2007.01.09 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,21,25,29,30,32

70

第零番

通常:
2005-114408
標準

16,21,25,29,30,32

71

四国０番

通常:
2005-114409
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
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，事務
用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名
印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封
かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書
細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工
用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集
用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用
水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），か
いばおけ，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶
ブラシ，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式
又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用
アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こ
し器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金
属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆
（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃも
じ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，
大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，
焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯
用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろう
そく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえ
たたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，事務
用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名
印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封
かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書
細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工
用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集
用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用
水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），か
いばおけ，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶
ブラシ，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式
又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用
アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こ
し器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金
属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆
（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃも
じ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，
大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，
焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯
用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろう
そく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえ
たたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 意見書
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 意見書
2007.01.09 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,21,25,29,30,32

72

四国零番

通常:
2005-114410
標準

16,21,25,29,30,32

73

四国第０番

通常:
2005-114411
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
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，事務
用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名
印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封
かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書
細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工
用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集
用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用
水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），か
いばおけ，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶
ブラシ，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式
又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用
アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こ
し器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金
属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆
（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃも
じ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，
大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，
焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯
用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろう
そく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえ
たたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，事務
用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名
印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封
かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書
細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工
用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集
用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用
水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），か
いばおけ，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶
ブラシ，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式
又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用
アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こ
し器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金
属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆
（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃも
じ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，
大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，
焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯
用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろう
そく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえ
たたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 意見書
2007.01.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 意見書
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.06 手続補正書(方式)
2007.10.25 登録料納付
［登録］
2007.10.11 登録査定書
2007.10.25 設定納付書
2007.11.20 登録証
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,21,25,29,30,32

74

四国第零番

76

77

日奈久

§信州＼ポーク

はるさめ＼ヌードル

29

【29】豚肉，豚の肉を使用した肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

30

【30】即席春雨

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.04 意見書
2007.01.12 拒絶査定
2007.05.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-114412
標準

通常:
2005-114815
標準

通常 2005-119665

通常 2005-119827

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 意見書
2007.01.09 拒絶査定
2007.04.06 手続補正書(方式)
2007.10.25 登録料納付
［登録］
2007.10.11 登録査定書
2007.10.25 設定納付書
2007.11.20 登録証

30

75

指定商品・役務
【16】納経帳・朱印帳その他の文房具類，掛軸その他の書画，経本その他の印刷物，事務
用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名
印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封
かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書
細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工
用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集
用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用
水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，写真，写真
立て
【21】お守り，お札，おみくじ，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），か
いばおけ，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶
ブラシ，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式
又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用
アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こ
し器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金
属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆
（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃも
じ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，
大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，
焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯
用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろう
そく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえ
たたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用
【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
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.02.08 刊行物等提出書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
2006.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.22 意見書
2006.10.13 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.24 手続補正書(方式)
2006.12.04 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

78

79

80

商標（見本）

商標

スープ＼はるさめ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.04 意見書
2007.01.12 拒絶査定
2007.05.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29,30

【29】動物エキス又は植物エキスを主原料としアミノ酸・ビタミン・ミネラルを含有する粉末
状・粒状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状の加工食品
【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 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)
2007.01.05 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 2006.01.10 願書
2006.01.10 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
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
2006.10.18 意見書
用グルテン
2006.10.19 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定
【32】大豆を使用した清涼飲料
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定
2007.04.13 手続補正書(方式)
2007.04.13 手続補足書
2008.03.25 登録料納付
［登録］
2008.03.19 登録査定書
2008.03.25 設定納付書
2008.04.15 登録証

通常 2005-119828

グッドエイジング＼ＧＯＯＤＡＧＥ
通常 2005-120341
ＩＮＧ

グリーンハニー

通常 2006-000779

81

濃さが違う！＼スゴイ＼ダイズ
通常 2006-002706
∞まるごと大豆飲料

82

通常:
2006-002758
標準

リトルカップフォー

植物力

通常:
2006-002935
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】即席春雨

32

83

指定商品・役務

30

29

【29】納豆

29,32

【29】植物性食用油脂，冷凍野菜，冷凍果実，寒天，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干 【中間記録情報】
しわかめ，焼きのり，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐， ［審査］
納豆，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
2006.01.17 願書
ぱく
2006.08.11 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，飲料用野菜ジュース
2006.08.28 意見書
2006.09.07 認定･付加情報
2006.09.15 認定情報通知書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定
2007.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

84

85

86

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.06.09 刊行物等提出書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.14 刊行物等提出による通知書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

30

【30】スナック菓子

【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)
2007.01.19 拒絶査定
2007.05.02 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

29

【29】イチゴ・ユズ・カキ・キウイ・アケビ・ヤマモモ・ブドウ・キイチゴ・ブラックベリー・グミ・ヤ
マブドウ・スギナ・ブロッコリー・小松菜・モロヘイヤ・セロリ・山人参・キャベツ・シソ・パセリ・
タンポポ・ニンジン・ホウレンソウ・オオバコ・ドクダミ・クマザサ・アカメガシワ・タマネギ・キュ
ウリ・トマト・ショウガ・アスパラガス・ピーマン・ナスビ・ダイコン・ミツバ・シイタケ・マイタケ・ア
ガリクス・霊芝・レンコン・ゴボウ・ミョウガ・ゴーヤ・セリ・米ぬか・ヨモギ・キンカン・イヨカン・
根コンブ・コンブ・ミカン・リンゴ・寒茶・ニンニク・黒砂糖・クコ・ウコン・ビワの葉・メシマコブ・
ハチミツ・キクラゲ・カボチャ・ケール・大麦若葉・プルーン・レモン・大豆・オリゴ糖・ヒジキ・
ワカメ・カカオ・ブルーベリー・バナナ等及び乳酸菌を主原料に発酵させたエキスを配合し
た、固形状・粒状・顆粒状・液状・粉末状・錠剤状・カプセル状の加工食品
【29】肉類・魚介類・豆・野菜・果実・卵・牛乳・食用油脂・なめ物・こんにゃく・豆乳・豆腐又は
食用たんぱくを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・タブレット状・ゲル状・
ペースト状・ゼリー状・チップ状・ブロック状・板状・棒状・その他固形状又は液状の加工食
品，ハーブ・ビタミン類・ミネラル・食物繊維・アミノ酸・菌類・動物エキス・植物エキス・魚油を
主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・タブレット状・ゲル状・ゼリー状・ブロック
状・板状・棒状・その他固形状又は液状の加工食品，馬脂を主原料とする錠剤状・カプセル
状・顆粒状・粉末状・タブレット状・ゲル状・ゼリー状・ブロック状・板状・棒状・その他固形状
又は液状の加工食品，食用魚介類（生きているものを除く。）酵素分解物を主原料とする錠
剤状・顆粒状・カプセル状・粉末状・棒状・ブロック状・液体状・濃縮液状・クリーム状又は
ペースト状の加工食品，くらげ酵素分解物を主原料とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・粉
末状・棒状・ブロック状・液体状・濃縮液状・クリーム状又はペースト状の加工食品，鰹節酵
素分解物を主原料とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・粉末状・棒状・ブロック状・液体状・
濃縮液状・クリーム状又はペースト状の加工食品，鰹節酵素分解物及び精製魚油を主原
料とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・粉末状・棒状・ブロック状・液体状・濃縮液状・クリー
ム状又はペースト状の加工食品，鰹節酵素分解物及び結晶セルロースを主原料とする錠
剤状・顆粒状・カプセル状・粉末状・棒状・ブロック状・液体状・濃縮液状・クリーム状又は
ペースト状の加工食品，海草酵素分解物を主原料とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・粉末
状・棒状・ブロック状・液体状・濃縮液状・クリーム状又はペースト状の加工食品，海草酵素
分解物及びモズク由来フコダインを主原料とする錠剤状・顆粒状・カプセル状・粉末状・棒
状・ブロック状・液体状・濃縮液状・クリーム状又はペースト状の加工食品，草根及び木皮
エキスを加えた玄米酵素を主原料とする粉末状・顆粒状・液状・錠剤状・カプセル状の加工
食品，植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品，
ウコンエキス・ナイアシン・シスチンを主原料とする粒状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液
【30】炭酸入りゼリー

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.05 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

ブルー アガーベ＼Ｂｌｕｅ ＡＧＡ
通常 2006-003147
ＶＥ

ウルフベリー クリスプ＼Ｗｏｌｆｂ
通常 2006-003148
ｅｒｒｙ Ｃｒｉｓｐ

エコプランツ

（Ｅ）サプリ＼（Ｅ）ＳＵＰＰＬＥ

通常:
2006-003256
標準

通常 2006-004407

30
88

スパークリングゼリー

通常:
2006-004551
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】甘味料（天然のもの），サボテン科の植物から抽出した甘味料

29,30

87

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.04.12 手続補正書(方式)
2006.05.12 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定
2007.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.19 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

89

初釜

通常:
2006-004552
標準
30

90

91

92

93

94

瀬戸の＼ほんじお

ミンカンデンショウ＼民間伝承

大豆効果

みそかつ丼まん

あじわい旨たまご

通常 2006-005380

指定商品・役務

30

【30】チャーガ（カバノアナタケ）を使用した茶，その他の茶，アイスクリーム用凝固剤，家庭 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.01.27 願書
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，
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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， 2006.10.11 意見書
2006.10.11 手続補足書
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
2006.11.09 認定･付加情報
済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
2007.01.19 拒絶査定

29,32

【29】食用大豆油脂，大豆を加えた乳酸菌飲料又はヨーグルト，大豆入りの加工野菜及び
加工果実，油揚げ，凍り豆腐，豆乳，豆腐，納豆，大豆入りのカレー・シチュー・ドリア・グラ
タン・リゾット又はスープのもと，大豆入りの野菜スープ，大豆入りのパスタソース，大豆，大
豆乾燥粉末を主材とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状又は液状の加工食品
【32】大豆飲料，大豆を加えた乳清飲料，大豆を加えた飲料用野菜ジュース

30

【30】調味料，香辛料，米，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッ 【中間記録情報】
チ，しゅうまい，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 ［審査］
2006.01.30 願書
パイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，アーモンドペース
2006.02.09 認定･付加情報
ト，こうじ，酵母，酒かす
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】卵，加工卵

通常 2006-006207

通常:
2006-006281
標準

通常:
2006-006677
標準

通常:
2006-006785
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 2006.01.23 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
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
2007.01.19 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
2008.08.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
用グルテン
【30】食塩
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.03.08 刊行物等提出書
2006.04.17 刊行物等提出による通知書
2006.04.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.02 意見書
2006.10.02 手続補足書
2006.10.31 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.03.27 手続補正書(方式)
2007.03.27 手続補足書
2008.04.07 意見書
2008.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.10 意見書
2006.10.10 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

95

96

97

98

99

商標（見本）

商標

キラズ＼雪花菜

健康植物

ＧＯＫＵＢＯＳＯ

クレーマジャンドゥーヤ

かわいいチョコレート

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
2006.03.24 手続補正指令書(出願)
2006.04.18 手続補正書(方式)
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+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

31

【31】サボテン，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.29 意見書
2007.01.19 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
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.11 意見書
2006.10.11 手続補足書
2006.10.11 手続補足書
2006.10.11 代理人選任届
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2007.01.09 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
2006.03.03 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1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.02 手続補正書
2006.10.02 意見書
2007.01.15 拒絶査定
2007.07.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】チョコレート

【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1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.02 手続補正書
2006.10.02 意見書
2007.01.16 拒絶査定

通常 2006-007102

通常:
2006-007180
標準

通常:
2006-007186
標準

通常 2006-007213

通常 2006-007216

※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）２００７．０１.xls
No.

100

101

102

商標（見本）

商標

アセロラちゃん

カラダのキレイ

キレイなカラダ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】アセロラを用いた菓子，アセロラを用いたパン

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
2006.01.31 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく，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 2006.10.11 意見書
2006.10.11 手続補足書
状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品
2006.11.09 認定･付加情報
2007.01.19 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
2006.01.31 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく，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 2006.10.11 意見書
2006.10.11 手続補足書
状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品
2006.11.09 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

29

【29】食用油脂，乳製品

【中間記録情報】
［審査］
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)
2006.10.11 意見書
2006.10.11 手続補足書
2006.11.09 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

29,32

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.09 拒絶査定

通常:
2006-007258
標準

通常:
2006-007323
標準

通常:
2006-007324
標準

通常:
2006-007327
標準

103

まろやか自慢

104

美ボティ コンディショニングゼ 通常:
2006-007343
リー
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］
2006.01.31 願書
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 意見書
2006.10.06 手続補足書
2006.11.06 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定
2007.02.14 手続補足書
2007.12.03 登録料納付
［登録］
2007.11.27 登録査定書
2007.12.03 設定納付書
2007.12.18 登録証

2008/10/16
27／59

３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

105

フィットネスサポート

通常:
2006-007463
標準

29

106

フィットネスライフ

通常:
2006-007475
標準

30
107

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.02.01 認定･付加情報
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))
2006.10.11 手続補正書
2006.10.11 意見書
2006.10.12 認定･付加情報
2006.10.12 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書(方式)
2007.05.02 代理人選任届
2007.05.02 手続補足書
2008.04.08 登録料納付
［登録］
2008.03.10 登録査定書
2008.04.08 設定納付書
2008.05.02 登録証

にほんばしの和菓子屋がつくる
通常 2006-008218
＼餡パイ

30
108

指定商品・役務
【29】コエンザイムＱ１０を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒
状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ハーブを主原料とするタブ
レット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，ビタミンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆
粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ミネラルを主原料とするタ
ブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，α－リポ酸を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・
顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，分岐鎖アミノ酸を主原料
とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼ
リー状・ゲル状の加工食品，Ｌ－カルニチンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・
粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，イソフラボ
ンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペー
スト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，コラーゲンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセ
ル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ビオ
チンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・
ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，グルタチオンを主原料とするタブレット状・ソフト
カプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食
品，システインペプチドを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒
状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，リコピンを主原料とするタブ
レット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，ブドウ種子抽出物を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末
状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，メロン抽出物を
【29】コエンザイムＱ１０を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒
状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ハーブを主原料とするタブ
レット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，ビタミンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆
粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ミネラルを主原料とするタ
ブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，α－リポ酸を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・
顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，分岐鎖アミノ酸を主原料
とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼ
リー状・ゲル状の加工食品，Ｌ－カルニチンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・
粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，イソフラボ
ンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペー
スト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，コラーゲンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセ
ル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，ビオ
チンを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・
ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，グルタチオンを主原料とするタブレット状・ソフト
カプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食
品，システインペプチドを主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒
状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，リコピンを主原料とするタブ
レット状・ソフトカプセル状・粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲ
ル状の加工食品，ブドウ種子抽出物を主原料とするタブレット状・ソフトカプセル状・粉末
状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ゼリー状・ゲル状の加工食品，メロン抽出物を
【30】餡を使用したパイ

遠の朝廷太宰府とおのみかど
だざいふ

通常 2006-008232

※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］
2006.01.31 願書
2006.02.01 認定･付加情報
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))
2006.10.11 手続補正書
2006.10.11 意見書
2006.10.12 認定･付加情報
2006.10.12 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

【30】穀物の加工品，調理済みのうどん・そば・そうめん・中華そば・その他の調理済み麺 【中間記録情報】
類，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 ［審査］
2006.02.02 願書
（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，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッ 2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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， 号)
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 2007.01.23 拒絶査定
と，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

109

110

111

商標（見本）

商標

Ｔｅａ ｆｏｒ Ｆｅｍｉｎｉｎｅ＼ティー
フォーフェミニン

ＬＪ１００

生活改善レシピ

種別 出願番号

区分

あざいだいなごん＼浅井大納
言

29

【29】ハーブ又はハーブエキスを主原料とした粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセ
ル状・固形状・ゼリー状等の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 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)
2006.12.15 意見書
2007.01.05 拒絶査定
2008.02.15 登録料納付
［登録］
2008.02.01 登録査定書
2008.02.15 設定納付書
2008.03.04 登録証

29,30,44

【29】野菜又は果実を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工品，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，
レトルトパウチされた肉製品，その他の肉製品，レトルトパウチされた加工水産物，その他
の加工水産物，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，鶏肉を加味した炊き込みごはんの素，混
ぜごはんの素，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】穀物の加工品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品，ア
イスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料（精油の
ものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，レトルトパウチされたおかゆ及び米飯，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，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
【44】美容，理容，入浴施設の提供，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（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与
【29】小豆
【30】小豆を使用した菓子及びパン，小豆あん

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.08 意見書
2006.11.09 手続補足書
2006.12.07 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定
2007.02.08 手続補足書
2007.02.28 手続補正書
2007.07.12 登録料納付
2007.09.07 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
2007.07.12 設定納付書
2007.08.07 登録証

通常 2006-009366

通常:
2006-009657
標準

通常:
2006-009670
標準

通常 2006-010318

※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】紅茶，コーヒー及びココア，コーヒー豆，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， 2006.02.06 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ 項16号)
2007.01.12 拒絶査定
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

29,30

112

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.22 意見書
2006.11.22 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
2007.04.26 手続補正書(方式)
2007.05.01 手続補正書
2008.05.21 登録料納付
［登録］
2008.03.22 登録査定書
2008.05.21 設定納付書
2008.05.30 出願却下処分前通知
2008.07.01 登録証
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,31

113

レンジ∞チン∞で調理。

通常 2006-010336

29

114

115

116

117

118

アクティブエイジ

メディカルキノコ

信州酪農家の自信作

酪農家の自信作

サンクスママ

通常 2006-010437

指定商品・役務

31

【31】シイタケ・マイタケ・シメジ・エノキタケ・ナメコ・マツタケ・エリンギ・アガリクス・冬虫夏草 【中間記録情報】
［審査］
及びその他のキノコ
2006.02.09 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.12 意見書
2006.04.14 手続補足書
2006.05.17 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】乳製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

29

【29】乳製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.30 拒絶査定

分割:
2006-010756
標準

通常:
2006-011003
標準

通常:
2006-011004
標準

通常 2006-011396

※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
2006.02.08 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
2006.02.08 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（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
2007.01.19 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，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
【29】α－リポ酸・ＣｏＱ１０・トコトリエノール・アスタキサンチン・リコピンを主原料とする顆粒 【中間記録情報】
［審査］
状・粉末状・粒状の加工食品
2006.01.26 願書
2006.03.24 手続補正指令書(出願)
2006.03.28 上申書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.05.11 認定･付加情報
2006.09.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 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)
2007.01.05 拒絶査定

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

2008/10/16
30／59

３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

119

120

121

122

123

商標（見本）

商標

熟成しぼり

鯨しゃぶ松前漬

手のばし＼ナン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】野菜の漬物，その他の加工野菜及び加工果実

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.15 拒絶査定

29

【29】松前漬

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.03.16 手続補正指令書(出願)
2006.04.17 手続補正書(方式)
2006.05.18 認定･付加情報
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 意見書
2007.01.22 拒絶査定

30

【30】ナン，その他のパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 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)
2006.10.23 意見書
2006.10.23 手続補足書
2006.11.21 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定

29

【29】ギムネマ・アスパラガスを主成分として錠剤・ハードカプセル状に成型した加工食品

【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+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定
2007.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

32

【32】洋酒，果実酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.03.03 手続補正指令書(出願)
2006.03.17 上申書
2006.04.18 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)
2007.01.19 拒絶査定

通常 2006-011443

通常 2006-011899

通常 2006-011969

Ｄｅｔｏｘ ｐｕｒｅ ｈｅｒｂｓ＼デトック
通常 2006-012005
ス ピュア ハーブ

セレブカクテル＼ＣＥＬＥＢ ＣＯ
通常 2006-012020
ＣＫＴＡＩＬ

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

中間記録

29

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

2008/10/16
31／59

３条拒絶（食品）２００７．０１.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

03,14,16,21,28,29,3 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
0,33,40,41,43,44,45 洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］

124

エンジェルロード

通常 2006-012462

29
125

126

127

合がけ

通常:
2006-012743
標準

通常:
2006-013347
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。

2006.02.14 願書
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.02 意見書
2006.10.04 手続補足書
2006.11.02 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.15 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】大豆及びココアを原料とするカプセル状・錠剤状・液状・粉末状・顆粒状・ブロック状の 【中間記録情報】
［審査］
加工食品
2006.02.15 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 手続補正書
2006.11.20 代理人受任届
2006.11.20 手続補足書
2006.11.20 手続補足書
2006.11.20 意見書
2006.12.22 認定･付加情報
2006.12.22 認定･付加情報
2006.12.22 認定･付加情報
2006.12.22 認定･付加情報
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶査定

32

【32】果実飲料，オレンジジュース，グレープジュース，トマトジュース，パインジュース，りん 【中間記録情報】
ごジュース，飲料用野菜ジュース，ビール，黒ビール，合成ビール，スタウト，ラガービー
［審査］
ル，清涼飲料，アイソトニック飲料，ガラナ飲料，鉱泉水，コーヒーシロップ，コーラ飲料，サ 2006.02.16 願書
イダー，シャーベット水，シロップ，ジンジャーエール，清涼飲料のもと，炭酸水，ラムネ，レ 2006.02.20 認定･付加情報
モン水，レモンスカッシュ，乳清飲料，ビール製造用ホップエキス
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

大豆＼ｉｎ＼ＣＯＣＯＡ＼ｓｏｙ ｂｅ
通常 2006-013194
ａｎｓ ｉｎ ｃｏｃｏａ

あなたの健康３２

のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ
毛
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
【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
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

128

おいしく摂れる

通常:
2006-013352
標準
30

129

130

131

132

133

134

ええもん

ライトツナ＼プリッキーヌ

ＳｉｄｅＤｉｓｈ

Ｃｏｎｃａ ｄ’Ｏｒｏ

だしだこ

ビアスティック

通常 2006-013462

指定商品・役務

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
2006.02.16 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
2006.09.14 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)
2007.01.11 拒絶査定

29

【29】食用魚介類（生きているものを除く。），加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚 【中間記録情報】
［審査］
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。），卵，加工卵
2006.02.03 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.19 拒絶査定

33

【33】洋酒，果実酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 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)
2007.01.19 拒絶査定

30

【30】たこ焼き，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，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，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，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］
2006.02.17 願書
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 手続補足書
2006.11.24 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

30

【30】スナック菓子

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.25 手続補正書
2006.10.25 意見書
2007.01.15 拒絶査定

通常 2006-013510

通常 2006-013632

通常 2006-013675

通常:
2006-013973
標準

通常:
2006-014007
標準

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

中間記録

【29】食肉，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， 2006.02.16 願書
2006.02.16 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
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
レー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こ
2007.01.12 拒絶査定
んにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく，たんぱくあるいはアミノ酸を主成分とする粉末
状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品
【30】菓子及びパン
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.10 拒絶査定
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135

136

137

138

139

商標（見本）

商標

柿豚

§蕗青汁

ふりかけ黒酢

龍眼生蜜

カンカノシド

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】豚脂，豚肉，豚肉製品，豚肉又は豚骨を使用したカレー・シチュー又はスープのもと， 【中間記録情報】
豚肉を使用したお茶漬けのり，豚肉を使用したふりかけ，豚肉エキスを主原料とする液状・ ［審査］
2006.02.17 願書
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
2006.02.24 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)
2006.10.20 意見書
2006.10.20 手続補足書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.11.22 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
2007.02.16 手続補足書
2007.04.19 手続補正書
2008.03.25 登録料納付
［登録］
2008.03.06 登録査定書
2008.03.25 設定納付書
2008.04.22 登録証

29

【29】蕗の葉を主原料とする調理用青汁のもと，蕗の葉を主原料とする調理用青汁

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.03.03 手続補正指令書(出願)
2006.03.06 手続補正書
2006.04.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.18 認定･付加情報
2006.04.21 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)
2007.01.12 拒絶査定

30,32

【30】黒酢，黒酢を主原材料としてなる液状の加工食品
【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.02.20 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)
2007.01.15 拒絶査定

30

【30】はちみつを加味した茶，はちみつを加味したコーヒー及びココア，はちみつを加味した 【中間記録情報】
［審査］
菓子及びパン，はちみつ
2006.02.20 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.15 拒絶査定

29

【29】天然植物抽出エキスを主成分とする顆粒状・カプセル状・粉末状・液状・ペースト状・ 【中間記録情報】
錠剤状の加工食品，天然植物を主原料とする顆粒状・カプセル状・粉末状・液状・ペースト ［審査］
状・錠剤状の加工食品，食物繊維を主原料とする顆粒状・カプセル状・粉末状・液状・ペー 2006.02.20 願書
2006.10.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
スト状・錠剤状の加工食品
項16号)
2007.01.17 拒絶査定

通常 2006-014012

通常 2006-014074

通常 2006-014208

通常 2006-014454

通常:
2006-014469
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.

140

141

142

143

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.10 認定情報通知書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

29,30

【29】ヒメツルニチニチ草（ビンカマイナー）・にんにく・きのこ類・食用魚介類（生きているもの
を除く。）・卵・乳製品・豆乳を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状・ゼ
リー状の加工食品
【30】胡麻・大豆・抹茶・ココアを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状・ゼ
リー状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

30

【30】蜂蜜

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.07 願書
2006.03.10 手続補正指令書(出願)
2006.03.13 手続補正書(方式)
2006.04.06 刊行物等提出書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.19 認定･付加情報
2006.05.26 刊行物等提出による通知書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】ビタミン類・ミネラル類を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル
状の加工食品，アミノ酸類を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル
状の加工食品，コラーゲンを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル
状の加工食品，コエンザイムＱ１０を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・
カプセル状の加工食品，マカを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセ
ル状の加工食品，Ｌ－カルニチンを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カ
プセル状の加工食品，αリポ酸を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプ
セル状の加工食品，食物繊維を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプ
セル状の加工食品，大豆イソフラボンを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤
状・カプセル状の加工食品，グルコサミンを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠
剤状・カプセル状の加工食品，ローズヒップを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・
錠剤状・カプセル状の加工食品，ビフィズス菌を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒
状・錠剤状・カプセル状の加工食品，ポリフェノールを主原料とした固形状・液状・粉末状・
顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，クロレラを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆
粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，カルシウムを主原料とした固形状・液状・粉末状・
顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，セラミドを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆
粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，プロテインを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆
粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，ハーブその他の植物を主原料とした固形状・液状・
粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，果実を主原料とした固形状・液状・粉末
状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，豆類を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆
粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品，茸類を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・
【31】みかん

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.15 拒絶査定
2007.02.14 手続補正書
2007.04.02 手続補正書(方式)
2007.08.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.09.01 出願却下処分書(登録)

ＯＸＹ＼ＷＡＳＳＥＲ＼オキシワッ
通常 2006-014549
サー

ＩＴパワー

かずさ蜂蜜

通常:
2006-014583
標準

通常:
2006-014594
標準

ふわふわサプリ＼ＦＵＷＡ ＦＵ
通常 2006-014660
ＷＡ ＳＵＰＰＬＥ

蔵出しみかん

通常:
2006-014838
標準

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

中間記録

【32】清涼飲料・果実飲料

31

144

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.05.15 刊行物等提出書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.06.20 刊行物等提出による通知書
2006.06.20 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.06.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.16 拒絶査定

2008/10/16
35／59

３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

145

146

商標（見本）

商標

太白山

集中力でゴールをねらえ！

種別 出願番号

区分

148

149

150

151

152

とかち生プリン

きん＼金さば

すしタルト

ライスタルト

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 2006.02.09 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2007.01.12 拒絶査定
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
【29】乳製品
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-014986
標準

通常:
2006-015107
標準

通常 2006-015125

【30】さばを主原料とするべんとう，さばを主原料とする穀物の加工品，さばずし，さばを主 【中間記録情報】
［審査］
原料とする菓子及びパン
2006.02.22 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 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］
2006.02.22 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)
2007.01.23 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］
2006.02.22 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
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.23 拒絶査定

29,30

【29】スピルリナ・スピルリナ原末・にんにく・麹菌・ルテイン・コエンザイムＱ１０・ビタミン・カ
ルシウムを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・ブロック状・カプセル状・軟カプセル状・
ゼリー状・液状の加工食品
【30】玄米酵素・米ぬか・米胚芽・米酢・小麦胚芽を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・
ブロック状・カプセル状・軟カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 拒絶査定

31

【31】飼料

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 拒絶査定

通常 2006-015273

通常:
2006-015404
標準

通常:
2006-015405
標準

通常:
2006-015495
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

30

ＳＥＬＦ ＰＲＥＶＥＮＴＩＯＮ＼セル
通常 2006-015425
フプリヴェンション

バイオでサポート

中間記録

【33】日本酒

29
147

指定商品・役務
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No.

153

154

155

156

157

商標（見本）

商標

朝食新習慣

ポリフェノール習慣茶

ＰＲＩＭＥ＼プライム

種別 出願番号

区分

【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)
2007.01.19 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.22 拒絶査定

30,32

【30】茶，コーヒー，ココア
【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.10.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.24 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.03.06 代理権変更届
2006.03.06 手続補足書
2006.04.05 認定･付加情報
2006.04.05 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 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
2006.02.22 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
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
め物，豆，食用たんぱく
号)
2007.01.22 拒絶査定
2008.06.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.06.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【33】ワイン
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.09.19 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))
2006.10.30 手続補正書
2006.10.30 意見書
2007.01.16 拒絶査定

通常:
2006-015520
標準

通常:
2006-015533
標準

通常 2006-015540

日本の＼つく＼夏が作ったお茶 通常 2006-015601

ヘルシー

ＳＰＲＩＮＧＮＯＵＶＥＡＵ

通常:
2006-015695
標準

通常:
2006-015972
標準

32
159

尾道鰹節工房

【32】鰹節

通常 2006-016013

※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

33
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指定商品・役務
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【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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.05 拒絶査定
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160

161

商標（見本）

商標

蒟蒻力

ラングドシャ

種別 出願番号

区分
【29】こんにゃく
【30】穀物の加工品

30

【30】菓子及びパン

通常 2006-016060

通常:
2006-016588
標準
03,29,32

162

トムスクチャーガ

通常:
2006-016600
標準

忍野高原の水

通常:
2006-016764
標準

32
163

164

165

166

さかまいめん

薄力米粉

漢方石

指定商品・役務

29,30

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.03.06 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)
2007.01.05 拒絶査定
【03】せっけん類，化粧品
【中間記録情報】
【29】カバノアナタケを主原料とする粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状・液体状の加工食品 ［審査］
【32】カバノアナタケを加味した清涼飲料
2006.02.13 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 拒絶査定
【32】清涼飲料，果実飲料
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.04.19 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
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

30

【30】即席菓子のもと

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 手続補正書
2006.11.24 意見書
2006.11.24 認定･付加情報
2006.11.24 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 意見書
2007.01.10 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

29,32

【29】ゼオライト及び鉱物を主原料とするブロック状・粉末状・顆粒状の加工食品
【中間記録情報】
【32】ゼオライト及び鉱物を主原料とする清涼飲料水・アイソトニック飲料・鉱泉水・ミネラル ［審査］
2006.02.15 願書
ウォーター
2006.03.14 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)
2007.01.05 拒絶査定

通常:
2006-016862
標準

通常:
2006-017040
標準

通常 2006-017057

※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］
2006.02.10 願書
2006.04.07 手続補正指令書(出願)
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 拒絶査定
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No.

167

168

169

170

171

172

173

商標（見本）

商標

粉挽茶

さろま湖牛

サロマ湖牛

サロマ湖和牛

さろま湖和牛

さくらくん＼桜燻

Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ ｋｉｋｕｃｈｉ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】お茶の加工品

29

【29】牛肉

29

【29】牛肉

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】牛肉

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】牛肉

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】食用魚介類（生きているものを除く）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

29,32

【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，加工卵，乳製品，食用油脂，ヒアルロ 【中間記録情報】
ン酸・デルマタン硫酸・コンドロイチン硫酸・ヘパラン酸・ヘパリン・グルコサミン・アミノ酸・ビ ［審査］
タミンの少なくともいずれかを含む粉状・粒状・固形状またはカプセル状とした加工食品
2006.02.27 願書
【32】ヒアルロン酸・デルマタン硫酸・コンドロイチン硫酸・ヘパラン酸・ヘパリン・グルコサミ
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ン・アミノ酸・ビタミンの少なくともいずれかを含有した清涼飲料その他の清涼飲料，ビー
2007.01.23 拒絶査定
ル，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

通常:
2006-017087
標準

通常 2006-017103

通常 2006-017104

通常 2006-017105

通常 2006-017106

通常 2006-017119

通常:
2006-017156
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］
2006.02.14 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 拒絶査定
2007.03.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定
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No.

174

175

176

177

178

179

商標（見本）

商標

なごやバーガー

環状重合乳酸

いのこサブレ

Ｐｉｌａｔｅｓ＼健康法

店長のおすすめ

サンゴヤマブシタケ

種別 出願番号

区分

あわびもどき

29

【29】乳酸の低縮合物を主材とし乳酸化カルシウム・ソルビトール等が加味された粉末状の 【中間記録情報】
［審査］
加工食品
2006.02.28 願書
2006.03.01 手続補正書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.08 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

30

【30】サブレー

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.04.27 刊行物等提出書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.06.02 刊行物等提出による通知書
2006.06.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

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
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 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］
2006.03.01 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
果実，肉製品，加工水産物，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
2006.03.01 願書
め物，豆，食用たんぱく，担子菌類に属するキノコを主原料とするカプセル状・粉状・顆粒
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
状・錠剤状・液状・ゼリー状の加工食品
号)
2007.01.12 拒絶査定
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工野菜及び加工果 【中間記録情報】
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 ［審査］
のもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2006.03.02 願書
【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， 2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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， 項16号)
木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，蚕種，種繭，種卵，うるしの実，未
2007.01.26 拒絶査定
加工のコルク，やしの葉

通常 2006-017172

通常:
2006-017366
標準

通常:
2006-017387
標準

通常 2006-017595

通常 2006-017715

通常:
2006-018071
標準

通常:
2006-018262
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】ハンバーガー

29,31,43
180

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.04.17 刊行物等提出書
2006.04.17 刊行物等提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.26 刊行物等提出による通知書
2006.05.26 刊行物等提出による通知書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.18 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

181

リーゾ＼Ｒｉｓｏ

通常 2006-018291

32
182

183

184

185

▲茶▼ムリエの烏龍▲茶▼

▲茶▼ムリエ▲茶▼

アピオスのちから

スープブラン

通常 2006-018506

指定商品・役務

32

【32】茶を加味した清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 拒絶査定

29

【29】アピオスを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.03.17 通知書(その他の通知)(期間無)
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.04.03 上申書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.05.15 認定･付加情報
2006.06.16 通知書(既納手数料返還)
2006.06.16 認定･付加情報
2006.09.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

29

【29】カレー・シチュー又はスープのもと

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 手続補正書
2006.11.10 意見書
2006.11.10 認定･付加情報
2006.11.10 認定･付加情報
2006.11.13 手続補足書
2006.12.11 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
2007.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-018508

通常 2006-018625

通常:
2006-018985
標準

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

中間記録

【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，みそ，ウースターソース，グレービーソー 【中間記録情報】
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 ［審査］
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， 2006.03.02 願書
2006.03.02 認定･付加情報
粉末あめ，水あめ，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
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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，ドリ 号)
2006.11.14 手続補正書
ア，リゾット，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
2006.11.14 意見書
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
2007.01.19 拒絶査定
【32】茶を加味した清涼飲料
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 拒絶査定
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No.

186

187

188

189

190

191

192

商標（見本）

商標

スープブレッド

スープフォンデュ

カラダのキレイのために

カラダのキレイをつくる

毎日のキレイのために

我が家の飲みきり牛乳

たべきりパック

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
2006.03.03 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
2006.03.03 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.09 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
2006.03.03 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
2006.03.03 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.10.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.09 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
2006.03.03 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，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・ 2006.03.06 認定･付加情報
ビタミン・脂質・糖質・カルシウム・たんぱく質・ミネラル・アミノ酸・食物繊維・炭水化物・デキ 2006.10.27 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 2006.12.06 意見書
2006.12.06 手続補足書
状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品
2007.01.10 認定･付加情報
2007.01.19 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
2006.03.03 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，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・ 2006.03.06 認定･付加情報
ビタミン・脂質・糖質・カルシウム・たんぱく質・ミネラル・アミノ酸・食物繊維・炭水化物・デキ 2006.10.27 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 2006.12.06 意見書
2006.12.06 手続補足書
状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品
2007.01.10 認定･付加情報
2007.01.19 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
2006.03.03 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，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・ 2006.03.06 認定･付加情報
ビタミン・脂質・糖質・カルシウム・たんぱく質・ミネラル・アミノ酸・食物繊維・炭水化物・デキ 2006.10.27 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 2006.12.06 意見書
2006.12.06 手続補足書
状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品
2007.01.12 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

29

【29】牛乳

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 2006.03.06 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2007.01.15 拒絶査定
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食

通常:
2006-018986
標準

通常:
2006-018987
標準

通常:
2006-019156
標準

通常:
2006-019157
標準

通常:
2006-019158
標準

通常:
2006-019160
標準

通常:
2006-019670
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］
2006.03.03 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.06 意見書
2006.12.06 手続補足書
2007.01.10 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

193

194

195

196

197

198

199

商標（見本）

商標

シリー茶

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.03.28 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)
2007.01.05 拒絶査定

30

【30】米，米粉，乾燥飯，強化米，人造米，米飯の缶詰，すし，べんとう，おにぎり

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.28 手続補正書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.29 拒絶査定

30

【30】コーンスターチ等の食用粉を主材とする食物繊維を主原料とする粉末状の加工食品 【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

30

【30】大豆胚芽、小麦酵母、海藻、コーン、レモン、アスコルビン酸（ビタミンＣ）カルシウムを 【中間記録情報】
［審査］
主原料としてなる錠剤状・カプセル状・粉末状・液状等の加工食品
2006.02.21 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

30

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.04.27 刊行物等提出書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.06.09 刊行物等提出による通知書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 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，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，冷やし中華そばのめん，即席うどんのめん，即席そばのめん，即席中華そばのめ
ん，そうめんのめん，焼きうどんのめん，焼きそばのめん，きしめんのめん，ひやむぎ，乾
めん，干しそば，干しうどん，春雨及びその他の穀物の加工品，調理済うどん，調理済そ
ば，調理済そうめん，調理済きしめん，調理済ひやむぎ，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

30

【30】米を主原料とするパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.03.09 手続補足書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.04.11 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

通常:
2006-019786
標準

みいとちほうのみやびまい＼御
通常 2006-020118
糸地方の雅米

ヘルシーファイバー

ＤＩＥＴ ＭＥＡＬ

極旨

紅茶梅酒

純米粉ぱん

通常 2006-020335

通常 2006-020350

通常 2006-020365

通常:
2006-020401
標準

通常 2006-020608

※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］
2006.03.08 願書
2006.03.15 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)
2007.01.12 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

200

201

202

203

204

205

206

商標（見本）

商標

純米ぱん

▲高▼槻城

梅しょうゆ

いもです＼イモデス

鹿島灘＼はまぐり

伯耆大山山麓

奥出雲山麓

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】米を主原料とするパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.03.09 手続補足書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.04.11 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.12 拒絶査定

30

【30】しょうゆ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 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］
2006.03.08 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)
2007.01.19 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］
2006.02.24 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)
2007.01.05 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品

【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)
2007.01.05 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品

【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)
2007.01.05 拒絶査定

通常 2006-020609

通常 2006-020614

通常:
2006-020719
標準

通常 2006-020774

通常 2006-020825

通常 2006-020840

通常 2006-020841

※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.

207

208

209

210

211

212

213

214

商標（見本）

商標

フィッシュマイルド

エゾシカ肉の＼しゃぶしゃぶ

エゾシカ肉の＼ロース

種別 出願番号

さ・し・す・せ・そ・本舗

ハーブステビア

29

【29】食肉，肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】食肉，肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

30

【30】食品香料（精油のものを除く），調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.03.16 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)
2007.01.05 拒絶査定

30

【30】調味料，みそ，ウスターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢， 【中間記録情報】
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， ［審査］
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 2006.03.09 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
ごま，セロリーソルト，化学調味料
2007.01.19 拒絶査定

30

【30】べんとう

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

31

【31】もやし

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 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)
2007.01.30 拒絶査定

29

【29】ステビアの葉・茎から抽出した成分を主原料とする液状・粒状・粉状・ゼリー状の加工 【中間記録情報】
［審査］
食品
2006.03.10 願書
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 意見書
2007.01.17 拒絶査定

通常 2006-020890

通常:
2006-021111
標準

通常:
2006-021128
標準

通常:
2006-021318
標準

通常:
2006-021435
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］
2006.02.24 願書
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))
2007.01.05 拒絶査定

通常 2006-020889

通常 2006-020904

みどり芽

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

通常:
2006-020881
標準

ココナッツシュガー

竹筒茶粥

区分
01,30
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No.

215

216

217

218

商標（見本）

商標

横須賀フコイダン

種別 出願番号

区分

29,30,32

【29】タンパク質類・ミネラル類・ビタミン類・アミノ酸類を主成分とする粒状・錠剤状・カプセ 【中間記録情報】
ル状・顆粒状・粉状・ペースト状・液体状の加工食品，食肉，食用魚介類（生きているものを ［審査］
2006.03.10 願書
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 2006.03.10 認定･付加情報
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
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【30】コーヒー及びココア，茶，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，ラビオリ，菓子及びパン， 号)
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
2007.01.26 拒絶査定
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

29,30,32

【29】タンパク質類・ミネラル類・ビタミン類・アミノ酸類を主成分とする粒状・錠剤状・カプセ 【中間記録情報】
ル状・顆粒状・粉状・ペースト状・液体状の加工食品，食肉，食用魚介類（生きているものを ［審査］
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
2006.03.10 願書
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 2006.03.10 認定･付加情報
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
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【30】コーヒー及びココア，茶，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，ラビオリ，菓子及びパン，
2007.01.26 拒絶査定
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
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

29,30

【29】ミネラル類・ビタミン類を主成分とする固形状・スティック状・球状・タブレット状・錠剤
【中間記録情報】
状・ペースト状・クリーム状・ゼリー状・液状・粒状・粉末状・顆粒状・ビスケット状・カプセル ［審査］
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 2006.03.10 願書
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
2006.03.10 認定･付加情報
にゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，パスタソース，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶 2006.07.06 刊行物等提出書
漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2006.08.03 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
2006.08.08 刊行物等提出による通知書
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
2006.08.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
2006.11.29 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，調理済みのラザニア，イーストパウダー，こうじ，酵
2007.01.16 拒絶査定
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
【29】大麦若葉を主原料とする調理用青汁，大麦若葉を主原料とする調理用青汁のもと
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.19 意見書
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-021613
標準

ボディビューティ＼Ｂｏｄｙ Ｂｅａ
通常 2006-021635
ｕｔｙ

通常 2006-021668

29

219

220

221

若葉のちからの＼食物繊維∞
通常 2006-021902
麦

アロニア冬虫夏草

クロレラジェル

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.06.13 上申書
2006.10.17 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))
2007.01.18 拒絶査定

29

【29】加工野菜及び加工果実，アロニアと冬虫夏草を主原料としてなる粒状・カプセル状・粉 【中間記録情報】
［審査］
状の加工食品
2006.03.13 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.16 拒絶査定

01,31

【01】クロレラの成分を含む植物成長調整剤類，クロレラの成分を含む肥料
【中間記録情報】
【31】クロレラの成分を含むペットフード，クロレラの成分を含むその他の飼料，獣類・魚類 ［審査］
2006.03.13 願書
（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。），食用魚介類（生きてい
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
るものに限る。）
項16号)
2006.11.21 意見書
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-022039
標準

通常:
2006-022070
標準

中間記録

【31】海藻類抽出物を主体とする健康補助食品

テイスティダイエット＼Ｔａｓｔｙ Ｄ
通常 2006-021632
ｉｅｔ

スペチャーレ＼ＳＰＥＣＩＡＬＥ

指定商品・役務

31
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No.

222

223

224

225

226

227

商標（見本）

商標

甲子園

熱に負けないコラーゲン

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］
2006.03.01 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.12 拒絶査定

29,30

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.03.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.05 拒絶査定

29

【29】コラ－ゲンを主原料とする粉末状又は顆粒状の加工食品，ソ－セ－ジ，かまぼこ，ちく
わ，はんぺん，フィッシュソ－セ－ジ，寒天，ジャム，調理用野菜ジュ－ス，チョコレ－トスプ
レッド，ピ－ナッツバタ－，マ－マレ－ド，加工卵，乳製品，マ－ガリン，カレ－，シチュ－又
はス－プのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納
豆，食用たんぱく
【30】コ－ヒ－及びココア，茶，みそ，ウ－スタ－ソ－ス，ケチャップソ－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－ス，マヨネ－ズソ－ス，焼き肉のたれ，角砂
糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，化学調味料，
食用粉類，穀物の加工品，サンドイッチ，すし，ピザ，べんとう，ミ－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－ムのもと，シャ－ベットのもと，ア－モンドペ－ス
ト，イ－ストパウダ－，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，氷，卓上氷，氷柱，アイスクリ－
【29】コラーゲンを主原料とする粉末状または顆粒状の加工食品

31

【31】野菜

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.31 認定情報通知書
2006.04.18 再送
2006.09.29 長官通知(期間無)就業先送達の通知
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.05 長官通知(期間無)就業先送達の通知
2007.01.05 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.27 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

30

【30】焼きそばのめん，調理済の焼きそば

通常:
2006-022328
標準

通常:
2006-022371
標準

熱に負けないピュア・コラーゲン 通常:
2006-022373
ＨＧ
標準

ＶＥＧＥＴＡＢＬＥ ＣＯＳＭＯＳ＼
通常 2006-022378
ベジタブル コスモス

ハツダレ

黒焼きそば

通常 2006-022401

通常 2006-022454

※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］
2006.02.28 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.20 手続補足書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.04.17 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.19 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

228

229

230

231

232

商標（見本）

商標

ＶＣ＋＼ＶＣプラス

ダシ染み

めんたいこほぐし

たらこほぐし

天竺の塩

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】アセロラ粉末を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・液状の加工食品

29

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，スープのもと，こんにゃく，豆腐

29

【29】明太子を主原料とする粒状・粉末状・顆粒状・ペースト状又は液状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 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)
2007.01.30 拒絶査定

29

【29】たらこを主原料とする粒状・粉末状・顆粒状・ペースト状又は液状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 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)
2007.01.30 拒絶査定

30

【30】食塩，ごま塩，セロリーソルト，食卓用にがり

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.15 手続補足書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

通常 2006-022541

通常 2006-022639

通常 2006-022823

通常 2006-022824

通常 2006-022872

※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］
2006.03.14 願書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.10.17 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2006.10.20 手続補正書
2006.10.20 認定･付加情報
2006.10.20 意見書
2006.10.23 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.08 意見書
2006.12.08 手続補足書
2006.12.08 認定･付加情報
2007.01.12 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定
2007.04.06 手続補正書
2008.02.29 登録料納付
［登録］
2008.02.12 登録査定書
2008.02.29 設定納付書
2008.03.18 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.27 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)
2006.12.01 意見書
2006.12.04 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

233

234

235

236

237

商標（見本）

商標

健康一番水

美猫

美きんぎょ

おけさ柿の酢

食のコンビニ

種別 出願番号

区分

桜いぶりこまち

31

【31】飼料

31

【31】飼料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

30

【30】柿を主原料とする食酢

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.07.28 通知書(却下処分前通知)
2006.08.10 手続補正書
2006.09.07 認定･付加情報
2006.09.07 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

29,30,43

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2006.03.16 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
2006.10.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.22 拒絶査定
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
【29】燻製した大根の漬物
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.17 手続補足書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.04.17 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

通常:
2006-023009
標準

通常:
2006-023300
標準

通常:
2006-023301
標準

通常:
2006-023623
標準

通常:
2006-023647
標準

通常:
2006-023655
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】飲料水，飲料用ミネラルウォーター，清涼飲料，果実飲料

29

238

指定商品・役務

32
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.05.16 手続補正書(方式)
2006.06.12 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.26 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定
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No.

239

240

241

商標（見本）

商標

§ｅｃｏｆｏｏｄ＼緑茶豚

日本の＼かおり

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

29

【29】緑茶を飼料とした豚肉

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.17 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
2007.01.31 拒絶査定
2007.05.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.25 拒絶査定

30

【30】茶，コーヒー及びココア

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.15 意見書
2006.12.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.15 拒絶査定
2007.02.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.29 登録料納付
［登録］
2007.11.27 登録査定書
2007.11.29 設定納付書
2007.12.18 登録証

通常 2006-023741

通常 2006-023820

グランドロースト＼ＧＲＡＮＤ Ｒ
通常 2006-023915
ＯＡＳＴ

01,29,30,31,32,33,3 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥 【中間記録情報】
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味 ［審査］
9,40

242

§ｆｏｏｄ＆ｆｅｅｄ

通常 2006-023922

※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。

料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
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
【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
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶に
よる輸送，航空機による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越し
の代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行
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2006.03.06 願書
2006.03.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2007.01.12 拒絶査定
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No.

243

244

245

246

247

248

商標（見本）

商標

にがそばこうず＼苦蕎麦香酢

小倉焼き

いちごぶどう

ＤＤ－Ｓｐ

ハイテク健康法

ハイテク健康増進法

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】酢を主成分とする錠剤状・軟カプセル状・顆粒状の加工食品

30

【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと， 【中間記録情報】
［審査］
シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッ
チ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ， 2006.03.17 願書
ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のも 2006.03.17 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
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
号)
2007.01.29 拒絶査定

31

【31】ぶどう

29

【29】コエンザイムＱ１０を主原料とするカプセル状の加工食品，ビタミンＢ・フラボノイドを主 【中間記録情報】
［審査］
原料とするカプセル状の加工食品
2006.03.17 願書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.16 拒絶査定

29

【29】野菜を主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品，食品用の花粉，果実を主 【中間記録情報】
原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品，食肉，食用魚介類（生きているものを除 ［審査］
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
2006.03.20 願書
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 2006.03.27 認定･付加情報
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
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 意見書
2006.11.29 手続補足書
2006.11.30 認定･付加情報
2006.12.28 認定･付加情報
2007.01.24 拒絶査定

29

【29】野菜を主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品，食品用の花粉，果実を主 【中間記録情報】
原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品，食肉，食用魚介類（生きているものを除 ［審査］
2006.03.20 願書
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 2006.03.27 認定･付加情報
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
2006.11.28 意見書
2006.11.29 手続補足書
2006.11.30 認定･付加情報
2006.12.28 認定･付加情報
2007.01.24 拒絶査定

通常 2006-023939

通常 2006-024303

通常 2006-024411

通常:
2006-024434
標準

通常:
2006-024645
標準

通常:
2006-024646
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］
2006.03.06 願書
2006.03.27 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)
2007.01.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.10.17 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))
2007.01.16 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

249

250

251

252

商標（見本）

商標

ハイテク健康法

ハイテク健康増進法

ハイテク健康法

ハイテク健康増進法

種別 出願番号

区分

30

【30】穀物を主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品，食用プロポリス，食用の 【中間記録情報】
ローヤルゼリー，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 ［審査］
2006.03.20 願書
ものを除く。），米，脱穀済みの大麦，脱穀済みのえん麦，食用粉類，食用グルテン，穀物
2006.03.27 認定･付加情報
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
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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， 項16号)
2006.11.28 意見書
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
2006.11.29 手続補足書
リーム用安定剤，酒かす
2006.11.30 認定･付加情報
2006.12.06 認定情報通知書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.01.24 拒絶査定

32

【32】ビタミンを加味した清涼飲料，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］
ビール，ビール製造用ホップエキス
2006.03.20 願書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.10.18 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))
2006.11.28 手続補正書
2006.11.28 意見書
2006.11.29 手続補足書
2006.11.30 認定･付加情報
2006.11.30 認定･付加情報
2006.12.28 認定･付加情報
2007.01.24 拒絶査定

32

【32】ビタミンを加味した清涼飲料，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］
ビール，ビール製造用ホップエキス
2006.03.20 願書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.10.18 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))
2006.11.28 手続補正書
2006.11.28 意見書
2006.11.29 手続補足書
2006.11.30 認定･付加情報
2006.11.30 認定･付加情報
2006.12.06 認定情報通知書
2006.12.06 認定情報通知書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.01.24 拒絶査定

通常:
2006-024650
標準

通常:
2006-024653
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】穀物を主原料とする錠剤状・粉末状又は液状の加工食品，食用プロポリス，食用の 【中間記録情報】
ローヤルゼリー，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 ［審査］
2006.03.20 願書
ものを除く。），米，脱穀済みの大麦，脱穀済みのえん麦，食用粉類，食用グルテン，穀物
2006.03.27 認定･付加情報
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
2006.10.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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， 項16号)
2006.11.28 意見書
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
2006.11.29 手続補足書
リーム用安定剤，酒かす
2006.11.30 認定･付加情報
2006.12.06 認定情報通知書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.01.24 拒絶査定

通常:
2006-024649
標準

通常:
2006-024656
標準

指定商品・役務

30
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

253

254

255

256

257

258

商標（見本）

商標

べにふうき

やさしいこだわり

あぶり鯛

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］
2006.03.20 願書
2006.03.20 手続補足書
2006.03.23 手続補足書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.24 認定･付加情報
2006.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.30 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.03.23 手続補足書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.04.24 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

29

【29】鯛（生きているものを除く。），鯛を主材とする加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.05.13 刊行物等提出書
2006.06.12 認定･付加情報
2006.06.20 刊行物等提出による通知書
2006.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.04 上申書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.23 拒絶査定

32

【32】清涼飲料水・果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.10.20 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))
2007.01.26 拒絶査定

30

【30】バニラ入りのくずもち

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.05.23 刊行物等提出書
2006.06.23 刊行物等提出による通知書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

通常:
2006-024891
標準

通常 2006-025129

通常:
2006-025132
標準

Ｄａｉｚｕｋｕｃｈｅｎ＼ダイズクーヘ
通常 2006-025300
ン

ハイブリッド酸化水＼ＨＹＢＲＩＤ
通常 2006-025499
酸化水

バニラくず餅

通常:
2006-025540
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）２００７．０１.xls
No.

259

260

261

262

263

264

265

商標（見本）

商標

健康な水

嬉野温泉湯どうふ

切干大根銀杏切り

武田屋

美味無添加キムチ

ピチピチ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.19 拒絶査定

29

【29】豆腐

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.04.03 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 拒絶査定

29

【29】加工野菜及び加工果実

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.13 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.04.21 手続補正書(方式)
2006.06.01 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))
2007.01.19 拒絶査定

29

【29】食肉，肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.29 意見書
2006.11.29 手続補足書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.12.26 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

29

【29】キムチ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

29

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），食肉の天ぷら・フライ・空揚げ，食肉を主 【中間記録情報】
材とする惣菜，その他の肉製品，魚介類の天ぷら・フライ・空揚げ，魚介類を主材とする惣 ［審査］
菜，水産物の寿司ネタ，その他の加工水産物，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，丼物の 2006.03.29 願書
具，スープ，カレー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ， 2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく
2007.01.30 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

通常 2006-026615

通常:
2006-026644
標準

通常 2006-027137

通常 2006-027271

通常:
2006-027708
標準

通常 2006-027751

天然ラドン＼ななやま＼の＼水
∞ＮＡＴＵＲＡＬ ＲＡＤＯＮ ＷＡ
通常 2006-027833
ＴＥＲ＼ｏｆ ｎａｎａｙａｍａ ｖｉｌｌａｇｅ
∞七山

※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］
2006.03.29 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.11 意見書
2007.01.16 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

266

267

268

269

270

271

商標（見本）

商標

ＳＵＢＭＥＡＬ＼サブミール

四川緑茶

シアトルマフィン

かつらぎ柿酢

唐辛子焼そば麺

§ごま＼若葉青汁

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］
2006.03.29 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.31 拒絶査定

30,32

【30】中国四川省産茶
【32】清涼飲料水

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 拒絶査定

30

【30】マフィン状の菓子，マフィン状のパン，食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

30,32

【30】食用酢
【32】食用酢を含む清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.04.25 手続補正書(方式)
2006.06.16 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.04 上申書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2006.10.20 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))
2007.01.26 拒絶査定

30

【30】焼そばの麺

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.04.27 手続補正書
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.26 拒絶査定

29

【29】ごま若葉の青汁を主原料とする粉末状・錠剤状・顆粒状・粒状・カプセル状・液状の加 【中間記録情報】
工食品，ごま若葉を主原料とする調理用青汁のもと，ごま若葉を主原料とする調理用青汁 ［審査］
2006.04.03 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.19 意見書
2007.01.05 拒絶査定

通常 2006-027858

通常 2006-028238

通常:
2006-028756
標準

通常:
2006-029348
標準

通常 2006-029353

通常 2006-029914

※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.

272

273

274

275

商標（見本）

商標

阿蘇天然アイス純（マル）

ポリフェノールの紅花がゆ

スルフィニルのわさびがゆ

かつおバイタル

種別 出願番号

区分

かつおパワー

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.11.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.13 手続補正書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.13 意見書
2007.01.12 拒絶査定

30

【30】レトルトパウチされた粥

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 意見書
2007.01.12 拒絶査定

30

【30】レトルトパウチされた粥

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.07.21 刊行物等提出書
2006.08.23 認定･付加情報
2006.09.01 刊行物等提出による通知書
2006.09.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 意見書
2007.01.12 拒絶査定

29,30

【29】かつおを使用した食用油脂，かつおを使用した乳製品，かつお（生きているものを除
く。），かつおの加工水産物，かつおを使用したカレー・シチュー又はスープのもと，かつお
を使用したお茶漬けのり，かつおを使用したふりかけ，かつおを使用したなめ物，かつおを
使用した食用たんぱく，カツオエキスを主成分とする粒状・粉末状・顆粒状・タブレット状・丸
薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル
状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状
の加工食品
【30】かつおを使用した調味料，かつおを使用した香辛料，かつおを使用した食品香料（精
油のものを除く。），かつお茶，かつおを使用した菓子及びパン，穀物の加工品，かつおを
使用したぎょうざ，かつおを使用したサンドイッチ，かつおを使用したしゅうまい，かつおを使
用したすし，かつおを使用したたこ焼き，かつおを使用した肉まんじゅう，かつおを使用した
ハンバーガー，かつおを使用したピザ，かつおを使用したべんとう，かつおを使用したホット
【29】かつおを使用した食用油脂，かつおを使用した乳製品，かつお（生きているものを除
く。），かつおの加工水産物，かつおを使用したカレー・シチュー又はスープのもと，かつお
を使用したお茶漬けのり，かつおを使用したふりかけ，かつおを使用したなめ物，かつおを
使用した食用たんぱく，カツオエキスを主成分とする粒状・粉末状・顆粒状・タブレット状・丸
薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル
状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状
の加工食品
【30】かつおを使用した調味料，かつおを使用した香辛料，かつおを使用した食品香料（精
油のものを除く。），かつお茶，かつおを使用した菓子及びパン，穀物の加工品，かつおを
使用したぎょうざ，かつおを使用したサンドイッチ，かつおを使用したしゅうまい，かつおを使
用したすし，かつおを使用したたこ焼き，かつおを使用した肉まんじゅう，かつおを使用した
ハンバーガー，かつおを使用したピザ，かつおを使用したべんとう，かつおを使用したホット

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 認定･付加情報
2006.12.15 意見書
2006.12.18 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定

通常 2006-031672

通常:
2006-031761
標準

通常:
2006-031765
標準

通常:
2006-031775
標準

通常:
2006-031776
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】アイスキャンデー，アイスクリーム，アイスミルク，シャーベット，氷菓

29,30

276

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 認定･付加情報
2006.12.15 意見書
2006.12.18 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶査定

2008/10/16
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

277

278

279

280

商標（見本）

商標

羽後手延うどん

パインソフト

もっちり

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】手延うどんのめん

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.06.10 刊行物等提出書
2006.07.24 刊行物等提出による通知書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.04 手続補正書
2007.01.04 意見書
2007.01.09 認定･付加情報
2007.01.09 認定･付加情報
2007.01.29 拒絶査定

30

【30】米，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.26 手続補正書(方式)
2006.06.23 認定･付加情報
2006.06.23 認定･付加情報
2006.11.17 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))
2006.12.04 手続補正書
2006.12.04 意見書
2007.01.12 拒絶査定
2007.02.02 手続補正書
2007.03.09 手続補正書
2007.11.26 登録料納付
［登録］
2007.10.31 登録査定書
2007.11.26 設定納付書
2007.12.14 納付書補充命令書(設定)
2007.12.18 納付書(設定補充)
2008.01.29 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
（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，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉
末あめ，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，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用
グルテン

29,30

【29】チョコレートを含浸させてなる加工果実，チョコレートと果実を主原料とする固形状・
チップ状・粉末状・ペースト状・ゼリー状・液状の加工食品
【30】チョコレートと果実を使用してなる菓子

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.21 手続補正書
2006.12.21 意見書
2006.12.22 手続補足書
2007.01.05 拒絶査定
2007.01.25 認定･付加情報
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.12 願書
2006.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.15 手続補正書
2007.01.15 意見書
2007.01.16 認定･付加情報
2007.01.16 認定･付加情報
2007.01.30 拒絶査定

通常 2006-032546

通常 2006-032818

通常:
2006-032871
標準

チョコレートプリザーブ果実＼Ｃ
通常 2006-033363
ｈｏｃｏｌａｔｅ Ｐｒｅｓｅｒｖｅｄ Ｆｒｕｉｔｓ

※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）２００７．０１.xls
No.

281

282

283

284

285

286

商標（見本）

商標

美人になるスープ

美人のスープ

ひすい銀杏

パリッ！旨＼パリッ旨

石窯パティスリー

気功水

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】カレー・シチュー又はスープのもと・濃縮スープのもと

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 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)
2007.01.19 拒絶査定

29

【29】カレー・シチュー又はスープのもと・濃縮スープのもと

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 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)
2007.01.19 拒絶査定

31

【31】野菜，果実

29

【29】食肉，肉製品，加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.11 願書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.10.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.19 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.13 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.11 意見書
2007.01.19 拒絶査定
2007.02.02 手続補正書(方式)
2007.12.04 登録料納付
2008.01.25 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
2007.12.04 設定納付書
2007.12.25 登録証

30,43

【30】菓子及びパン
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.04.19 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)
2007.01.05 拒絶査定

32

【32】ミネラルウォーター

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.11 意見書
2007.01.23 拒絶査定

通常 2006-033462

通常 2006-033463

通常:
2006-033465
標準

通常 2006-034286

通常:
2006-035941
標準

通常:
2006-036048
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）２００７．０１.xls
No.

287

288

289

商標（見本）

商標

麹の力

くだもの屋さんのマンゴー

自然薯研究会

種別 出願番号

区分

スパカツ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.15 意見書
2007.01.17 拒絶査定
2007.04.23 手続補正書(方式)
2007.04.23 手続補正書(方式)
2007.11.05 登録料納付
［登録］
2007.10.10 登録査定書
2007.11.05 設定納付書
2007.11.20 登録証

29

【29】乾燥マンゴー，その他の加工マンゴー

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.19 手続補正書
2007.01.19 意見書
2007.01.22 手続補足書
2007.01.30 拒絶査定
2007.02.20 認定･付加情報

29,42

【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
【42】植物又は野菜の品種・品質に関する検査・評価・認定及びその認証並びにこれらの情
報の提供，植物又は野菜の栽培に関する試験・検査・評価及び研究並びにこれらの情報
の提供，植物又は野菜の品質管理，遺伝子の試験・検査又は研究及びこれらに関する情
報の提供，受託による細胞・組織培養，細胞・組織培養に関する試験・検査又は研究，細
胞・組織培養に関する助言・指導，気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，
機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設
備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算
機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技
術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧
品又は食品の試験・検査・評価又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止
に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農
業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究及びこれらに関する助言・指導及び情報の
【30】調理済スパゲッティ，スパゲッティの麺
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.17 手続補正書
2006.11.17 手続補足書
2006.11.17 意見書
2006.12.18 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶査定

【30】焼そば用調味料、焼そば用ソース、焼そば用粉類、焼そば弁当調理済み焼そば、冷
凍むし麺、むし麺、冷凍用調理済み焼そば即席焼そばの麺、焼そばの麺
【43】焼そばを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.05.19 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)
2007.01.12 拒絶査定

通常:
2006-037679
標準

通常:
2006-037735
標準

通常 2006-038523

通常 2006-040603

30,43
291

名古屋焼そば

通常:
2006-040621
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】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒

30,43
290

指定商品・役務

32

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
05,25,30,35

292

ブルーベリープラス

通常 2006-044782

※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
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳児用粉
乳，人工受精用精液，乳糖
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ショール，スカーフ，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，耳覆
い，ナイトキャップ，帽子，ガーター，靴下止め，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【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，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，サンドウイッチ，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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，輸
出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機．タイプライター・テレックス又はこれ
らに準ずる事務用機械器具の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.05.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 意見書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶査定

