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今月の３条拒絶査定レポート
※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

商標

ヴァレリアン＼Ｖａｌｅｒｉａｎ

創作小魚珍味

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
果実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干
しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆
布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆
腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けの
り，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく，セイヨウカノコソウ根エキス・米胚芽油を主成分と
する粒状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状・流体状又はカプセル入りの加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.08 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.01 意見書
2007.02.02 拒絶査定
2007.05.07 手続補正書
2008.03.28 意見書

29

【29】加工水産物，くんせい魚介類

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.09 願書
2005.03.10 認定･付加情報
2005.05.06 手続補正書
2005.05.26 認定･付加情報
2005.09.02 拒絶理由通知書(その他+第4条1項11号)
2005.10.13 意見書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.22 上申書
2006.09.22 認定･付加情報
2006.12.21 手続補正書
2006.12.21 認定･付加情報
2006.12.21 認定･付加情報
2006.12.21 意見書
2007.02.02 拒絶査定

29,32

【29】加工野菜
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.13 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.12 再送
2006.11.14 再送
2007.02.23 拒絶査定
2007.03.06 再送
2007.04.03 再送

通常 2005-010015

通常 2005-020133

レイホウフジマウントレイシ＼霊
通常 2005-046718
峰富士Ｍｔ霊芝

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

16,29,30,31,32,33,4 【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写 【中間記録情報】
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス， ［審査］
1,43

4

つくる、たべる、はなす。

通常:
2005-050552
標準

30

5

霧島高原お茶畑

通常:
2005-064652
標準

30

6

昔ながらの天日干

通常:
2005-066165
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

事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写 2005.06.07 願書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2005.06.07 認定･付加情報
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 2005.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.11 手続補正書
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 2006.01.11 意見書
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 2006.01.11 認定･付加情報
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2006.01.11 認定･付加情報
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 2006.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2006.09.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
2007.02.05 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
（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
【30】茶
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.10 意見書
2006.06.12 認定･付加情報
2007.02.05 拒絶査定
2007.04.23 手続補正書
2008.01.31 登録料納付
［登録］
2008.01.18 登録査定書
2008.01.31 設定納付書
2008.02.19 登録証
【30】米
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2005.07.20 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.11 手続補正書
2006.04.11 意見書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.04.11 認定･付加情報
2006.04.12 手続補足書
2006.05.17 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
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No.

商標（見本）

7

8

9

10

11

商標

フリヤンディーズ

食の極

Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｍｅｔａｂｏｌｉｚｅｒ＼パー
フェクトメタボライザー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2005.08.09 認定･付加情報
2006.03.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.28 手続補正書
2006.03.28 手続補足書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.28 意見書
2006.04.26 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

31

【31】野菜，果実

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2005.08.19 手続補正指令書(出願)
2005.08.22 手続補正書(方式)
2005.08.24 認定･付加情報
2005.08.24 認定･付加情報
2006.03.10 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))
2006.04.14 手続補正書
2006.04.14 意見書
2007.02.16 拒絶査定

29

【29】Ｌ－カルニチン・Ｌ－酒石酸塩等を原材料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液体
状・ペースト状又はカプセル状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2006.04.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.30 意見書
2006.05.31 手続補足書
2006.06.27 認定･付加情報
2007.02.08 拒絶査定

31

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.15 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.06 拒絶査定

29,30

【29】カレー・シチュー又はスープのもと
【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

通常:
2005-074093
標準

通常 2005-075998

通常 2005-080195

細胞元気

通常:
2005-084398
標準

朝食習慣

通常:
2005-084409
標準

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

中間記録

30
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No.

12

13

14

15

商標（見本）

商標

昼ごろ＼食べごろ＼自然解凍

Ｌ－９２

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

29,30

区分

【29】冷凍の乳製品，冷凍の食肉，冷凍の食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野
菜，冷凍果実，冷凍の肉製品，冷凍の加工水産物，肉を主材とした冷凍の惣菜，魚介類を
主材とした冷凍の惣菜，海藻類を主材とした冷凍の惣菜，野菜を主材とした冷凍の惣菜，
果実を主材とした冷凍の惣菜，豆を主材とした冷凍の惣菜，冷凍の納豆，豆腐を主材とし
た冷凍の惣菜，冷凍の加工卵，冷凍調理済みのオムレツ，卵を主材とした冷凍の惣菜，冷
凍のパスタソース，冷凍のグラタンのもと，冷凍のカレー・シチュー又はスープのもと
【30】冷凍の菓子及びパン，穀物の加工品を主材とした冷凍の惣菜，冷凍調理済みのオム
ライス，冷凍調理済みの中華丼，冷凍調理済みの米飯，冷凍調理済みのパスタ，冷凍調
理済みのうどん，冷凍調理済みのリゾット，冷凍調理済みのラザニア，冷凍調理済みのグ
ラタン，冷凍調理済みのビーフン，冷凍調理済みのお好み焼き，冷凍調理済みのたこ焼
き，冷凍のぎょうざ，冷凍のサンドイッチ，冷凍のしゅうまい，冷凍のすし，冷凍の肉まんじゅ
う，冷凍のハンバーガー，冷凍のピザ，冷凍べんとう，冷凍のホットドッグ，冷凍のミートパ
イ，冷凍のラビオリ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.08 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))
2006.12.04 手続補正書
2006.12.04 手続補足書
2006.12.04 意見書
2006.12.04 認定･付加情報
2006.12.05 認定･付加情報
2007.01.10 認定･付加情報
2007.02.06 拒絶査定

29,30,32

【29】乳・乳酸菌・アミノ酸又はペプチドを主原料とした錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・ゼ
リー状又は粉状の加工食品，乳酸菌飲料，その他の乳製品
【30】茶，コーヒーおよびココア
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.19 意見書
2006.06.19 手続補足書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.10.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.05 拒絶査定
2007.04.23 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 手続補足書
2008.01.11 登録料納付
［登録］
2007.12.25 登録査定書
2008.01.11 設定納付書
2008.02.05 登録証

29

【29】スピルリナを主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・液状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

29

【29】ヘチマを主原料とする粉末・顆粒・粒体・錠剤・カプセル又は液状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

通常 2005-084431

通常 2005-087882

§Ｓｐｉｒｕｌｉｎａ＼Ｈｅｒｂａｌ ｄｉｅｔ＼
スピルリナ＼ハーバルダイエッ 通常 2005-088559
ト∞Ｃｌｅａｎｓｉｎｇ＼ｓｙｓｔｅｍ

ヘチマの力

通常:
2005-090326
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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No.

16

17

18

19

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

30

【30】五穀入りの中華ちまき

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2005.11.18 刊行物等提出書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.01.06 刊行物等提出による通知書
2006.01.20 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.04.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 手続補正書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.27 意見書
2006.06.28 手続補足書
2006.07.26 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
2007.04.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】五穀入りの中華ちまき

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 手続補正書
2006.06.27 意見書
2006.06.28 手続補足書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.06.30 認定･付加情報
2006.07.26 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
2007.04.13 手続補正書
2007.04.13 手続補足書

29

【29】環状重合乳酸を主材とする加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.28 拒絶査定

通常:
2005-092182
標準

ゴコクマイ＼ＧＯＫＯＫＵＭＡＩ＼
通常 2005-092183
五穀米

ＮＡＧＡＳＵ＼長主ＣＰＬ＼ナガス
通常 2005-094150
シーピーエル

※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

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
2005.09.28 願書
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ハ
ンバーガー，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 2005.09.29 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
2006.07.16 手続補正書
2006.07.16 意見書
2006.07.18 手続補足書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.07.18 認定･付加情報
2006.08.15 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
2007.02.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ザ．ハンバーガーイン＼Ｔｈｅ Ｈ
通常 2005-090511
ａｍｂｕｒｇｅｒ Ｉｎｎ

五穀米

指定商品・役務

30
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

20

21

22

23

24

25

商標（見本）

商標

ＮＡＧＡＳＵ＼長主ＣＰＬ

種別 出願番号

通常 2005-094226

オーガニックたまご

通常:
2005-094821
標準

ジクベルチン

ハンドメイドクッキング

指定商品・役務

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
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

29

【29】鶏卵

32

【32】清涼飲料

29

【29】シベリア落葉松ならびに落葉松からの抽出物質を原料とした錠剤状・顆粒状・粉末
状・液体状またはカプセル入りの加工食品

31

【31】ケーキのトッピング用のアーモンド・くるみ・カシュウナッツ・ココナッツ・松の実，ケーキ 【中間記録情報】
［審査］
のトッピング用のその他の木の実，その他の木の実，その他の果実
2005.10.18 願書
2005.10.18 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.22 意見書
2006.06.22 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定
2007.07.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-094828

通常:
2005-095309
標準

通常 2005-097093

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】環状重合乳酸を主材とする加工食品

通常 2005-094151

ベジタブルラクト

不二の水

区分
29

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.28 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.16 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.10.31 認定･付加情報
2006.05.12 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))
2006.06.21 手続補正書
2006.06.21 意見書
2006.08.03 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

26

27

28

29

商標（見本）

商標

§Ｌａｔｉｎ Ｌｏｖｅｒ

中央アルプス

香りのバジル

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】カランコエの花，苗

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.05 手続補正書
2006.07.05 意見書
2006.08.09 認定･付加情報
2006.08.18 認定･付加情報
2007.01.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.02.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.02.02 拒絶査定

30

【30】米，脱穀済みの麦，食用粉類，穀物の加工品，菓子及びパン，氷

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.08 願書
2005.10.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.08 意見書
2006.08.25 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.02 手続補正書(方式)
2006.10.10 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.10.31 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
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
め物，豆，食用たんぱく
項16号)
2007.02.27 拒絶査定

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2005.11.02 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
め物，豆，食用たんぱく
項16号)
2007.02.27 拒絶査定

通常 2005-098465

通常:
2005-099046
標準

通常:
2005-101999
標準

ワンクックデリ＼ＯＮＥ ＣＯＯＫ
通常 2005-103007
ＤＥＬＩ

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

中間記録

31
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

30

31

32

33

商標（見本）

商標

ＳＯＵＰＥＲ ＮＯＯＤＬＥ

プラチナあじ

八ヶ岳の米 湧水

上赤糖

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】ヌードル入りのスープのもと，ヌードル入りの即席スープ，ヌードル入りの冷凍スープ 【中間記録情報】
【30】中華そばのめん，うどんのめん，そばのめん，そうめんのめん，スパゲッティのめん， ［審査］
2005.11.17 願書
スープ付きの中華そばのめん，スープ付きのうどんのめん，スープ付きのそばのめん，
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
スープ付きのスパゲッティのめん，即席中華そばのめん，即席うどんのめん，即席そばの
項16号)
めん，即席スパゲッティのめん，具およびスープ付きの即席中華そばのめん，具および
2006.07.31 手続補正書
スープ付きの即席うどんのめん，具およびスープ付きの即席そばのめん，具およびスープ
2006.07.31 意見書
付きの即席スパゲッティのめん，調理済み冷凍焼きそば，その他の調理済み冷凍めん類
2006.07.31 代理人受任届
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定
2007.03.13 手続補足書
2007.03.19 手続補正書
2008.03.11 登録料納付
［登録］
2008.02.15 登録査定書
2008.03.11 設定納付書
2008.04.08 登録証
2008.10.08 表示変更登録申請書(氏名)
移転登録済通知書

29

【29】あじの干物

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.08.22 手続補正書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 意見書
2007.02.02 拒絶査定
2007.07.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】米

30

【30】調味料，菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.01.06 認定情報通知書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.09 手続補正書
2006.08.09 意見書
2006.09.13 認定･付加情報
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.22 認定情報通知書
2007.02.02 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.03.08 刊行物等提出書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.04.14 刊行物等提出による通知書
2006.04.21 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)
2007.02.02 拒絶査定

通常:
2005-108652
標準

通常:
2005-111974
標準

通常 2005-115520

通常:
2005-118037
標準

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

中間記録

29,30
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

34

35

36

37

38

商標（見本）

商標

ぶっ込み

大崎牛

御茶園

日奈久味噌 ひなぐみそ

びみりょくさい＼美味緑菜

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】あさり入りの炊き込みごはんの素，ほたて入りの炊き込みごはんの素，鯛を主原料と 【中間記録情報】
した炊き込みごはんの素，炊き込みごはんのもと，混ぜごはんの素，食用油脂，乳製品， ［審査］
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 2005.12.15 願書
物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼き 2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
のり」を除く。），かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干 項16号)
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， 2006.09.04 上申書
2006.09.07 意見書
納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，
2006.09.07 手続補足書
食用たんぱく
2006.10.10 認定･付加情報
2007.02.05 伺い書
2007.02.16 伺い回答書
2007.02.27 拒絶査定

29

【29】牛肉

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

30

【30】ミルクティー，レモンティー，ウーロン茶，紅茶，麦茶，緑茶，昆布茶，その他の茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

29,30

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及 【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］
2006.01.11 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
腐，納豆，食用たんぱく
2006.01.18 認定･付加情報
2006.03.08 刊行物等提出書
【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
2006.04.07 認定･付加情報
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ， 2006.04.14 刊行物等提出による通知書
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
2006.04.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ 2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー 項16号)
2006.09.27 意見書
ム用安定剤
2006.11.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.12.06 手続補正書(方式)
2007.01.18 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

29

【29】大麦若葉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，大麦若葉を主原料とする調理用青汁のもと，大麦若葉を主原料とする調理用青汁

通常:
2005-118110
標準

通常:
2005-120937
標準

通常 2006-000831

通常:
2006-001211
標準

通常 2006-001714

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

中間記録

29
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.12 願書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.31 手続補正書
2007.01.31 意見書
2007.02.09 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

39

ＣＨＥＳＴＥＲ

通常 2006-007069

29

40

減塩生活

通常:
2006-007353
標準

30

41

ミニクロ＼ｍｉｎｉｃｒｏ

指定商品・役務

中間記録

【29】食用骨油，その他の食用油脂，豚肉，鶏肉，食用鳥獣肉，家禽肉，その他の食肉，
卵，魚の切り身，塩漬けの魚，まぐろ，その他の食用魚介類（生きているものを除く。），冷
凍野菜，冷凍果実，塩漬肉，味付家禽肉，くんせい家禽肉，肉団子，くんせいロイン，ブラッ
ドソーセージ，その他のソーセージ，パストラミ，サラミソーセージ，加工ハム，その他のハ
ム，レバーペースト，ベーコン，コロッケ，肉エキス，ころも付きソーセージ，じゃがいも入り
鶏肉の洋風揚げ団子（ダンプリング），調理済み肉団子，キベ粉を使用してなるブラジル風
揚げ肉団子，食肉を主材料とする惣菜，保存処理をした肉製品，その他の肉製品，加工水
産物，ゼリー状フルーツ，糖衣果実，ジャム，調理用野菜ジュース，ピクルス，果肉，野菜
サラダ，フルーツサラダ，乾燥野菜，野菜の缶詰，加熱調理をした野菜，野菜の漬け物、そ
の他の保存加工処理をした野菜，その他の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，スープのもととしての濃縮ブイヨン，その他のスープ
のもととしてのブイヨン，野菜スープのもと，その他のスープのもと，カレー又はシチューの
もと，スープ，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物
【30】ソーセージ用結着剤，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，精油以外の菓子用香味料，その他の食品香料（精油のものを除く。），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，ミートパイ，ピ
ザ，キッシュ，ラビオリ，春巻き，ハンバーガー，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，べんとう，ホットドッグ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパ
【29】たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の
加工食品，ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，ミネラルを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュ
アブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食
品，鉄・ラクトフェリンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液
状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加
工食品，アミノ酸を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・
チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工
食品，乳酸菌生産物質を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・
液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の
加工食品，ファットスプレッド，食用油をベースとしたスプレッド，マーガリン，植物性脂肪か
らなるクリーム，ショートニング，ラード，ヘット，その他の食用油脂，妊産婦用粉ミルク，成
人用機能性ミルク（ラクトフェリン等機能性たんぱく質・ビタミン・ミネラルを添加した成人用
或いは高齢者用液状・粉末状ミルク），乳飲料，チーズスプレッド，コンパウンドクリーム（乳
脂肪及び植物脂肪からなるクリーム），その他の乳製品，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，食肉の天ぷら・フライ・から揚げ，コロッケ，ハン
バーグ，つくね，トンカツ，ハムカツ，サーモンカツ，ビーフカツ，チキンカツ，メンチカツ，コン
ビーフ，レトルトパックされたコンビーフ，肉だんご，鶏肉の南蛮漬け，照焼きチキン，豚角
煮，ベーコンを巻いたウインナーソーセージ，焼き鳥，その他の肉製品，魚介類の天ぷら・
フライ・から揚げ，その他の加工水産物，野菜の天ぷら・フライ・から揚げ，マッシュポテト，
【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.02.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.29 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 期間延長請求書
2006.12.27 手続補正書
2006.12.27 意見書
2007.02.22 認定･付加情報
2007.02.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.02.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.02.27 拒絶査定

通常 2006-007451

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.13 手続補正書
2006.09.13 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.30 刊行物等提出書
2006.09.29 認定･付加情報
2006.10.06 刊行物等提出による通知書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.09 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.12.04 意見書
2007.01.19 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

42

43

44

45

46

商標（見本）

商標

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
2006.02.02 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.02.02 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2006.10.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.13 意見書
2006.11.14 認定･付加情報
2007.02.05 拒絶査定

29

【29】近江牛肉，近江牛肉を使用した肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.06 手続補正書
2006.12.06 認定･付加情報
2006.12.06 認定･付加情報
2006.12.06 意見書
2007.02.16 拒絶査定
2007.06.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.07 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)
2006.10.26 意見書
2006.10.26 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
2007.02.16 手続補正書
2007.11.01 登録料納付
［登録］
2007.10.31 登録査定書
2007.11.01 設定納付書
2007.11.27 登録証

30

【30】せんべい

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.10 意見書
2006.12.08 手続補正指令書(中間書類)
2007.02.02 拒絶査定

32

【32】ビール，ビール風味を有する麦芽発泡酒，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料，ビール製造用ホップエキス

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

金澤加賀薬膳＼かなざわかが
通常 2006-008130
やくぜん

近江牛ドットコム＼ｏｍｉ－ｇｙｕ．
通常 2006-008197
ｃｏｍ

ぬれざらめ

ぶっかき煎

キレ＋コク．ハク

通常:
2006-008228
標準

通常 2006-009522

通常 2006-010165

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

中間記録

29
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

47

48

49

50

51

商標（見本）

商標

ＨＯＭＥ ＣＡＦＥ

漆黒

水素豊富水

ＫｉｒｉｂａｎａＯｒｉｇｉｎａｌ

ＢＯＬＳ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】乳製品
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

30

【30】菓子及びパン

11,32

【11】家庭用浄水器，浸水性の容器の中にマグネシウム粒を入れてなる飲料水とマグネシ 【中間記録情報】
ウム粒とを反応させて飲料水の中に水素ガスを発生させる家庭用水素発生器
［審査］
2006.02.10 願書
【32】水素分子を含む飲料水
2006.02.10 認定･付加情報
2006.09.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 意見書
2006.11.01 手続補足書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.12.04 認定･付加情報
2007.02.27 拒絶査定

31

【31】木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，種子類，あわ，きび，ごま，そ
ば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，飼料用たんぱく，飼料，蚕種，種繭，うるしの
実，未加工のコルク，やしの葉，野菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，生花の花輪，ホッ
プ，海藻類，食用魚介類（生きているものに限る。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.13 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)
2007.02.02 拒絶査定

33

【33】アルコール飲料（ビールを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-011010
標準

通常:
2006-011091
標準

通常:
2006-011474
標準

通常 2006-011504

通常 2006-013318

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

中間記録

29,30,32
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.25 意見書
2007.02.06 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定
2007.12.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.08.31 刊行物等提出書
2006.09.28 認定･付加情報
2006.10.06 刊行物等提出による通知書
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.16 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

52

53

54

55

56

57

商標（見本）

商標

ここだけのチューハイ

近江富士

ＣＭ栽培

フラワーコーン

偲び草

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【33】焼酎を炭酸水で割ったアルコール飲料，焼酎に果汁を加え炭酸水で割ったアルコー
ル飲料

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.02.16 願書
2006.02.22 認定･付加情報
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.10.13 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
2006.11.20 意見書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.11.20 認定･付加情報
用グルテン
2007.02.02 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，苗，苗木，花

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.31 手続補正指令書(出願)
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 意見書
2006.11.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.21 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.02.21 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.02.21 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)
2007.02.02 拒絶査定

29,30

【29】乳酸菌・オリゴ糖・ペクチン・グルコン酸・イヌリン・ポリフェノール・カロチノイド・ビタミン 【中間記録情報】
等を主原料とする麺状の加工食品
［審査］
【30】中華そばのめん，うどんのめん，そばのめん，そうめんのめん，スパゲッティのめん， 2006.02.21 願書
スープ付きの中華そばのめん，スープ付きのうどんのめん，スープ付きのそばのめん，
2006.10.11 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
スープ付きのスパゲッティのめん，即席中華そばのめん，即席うどんのめん，即席そばの 項)
めん，即席スパゲッティのめん，具およびスープ付きの即席中華そばのめん，具および
2006.10.16 手続補正書
スープ付きの即席うどんのめん，具およびスープ付きの即席そばのめん，具およびスープ
2006.10.16 意見書
付きの即席スパゲッティのめん，調理済み冷凍焼きそば，その他の調理済み冷凍めん類
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

通常:
2006-013432
標準

通常:
2006-013482
標準

通常 2006-013583

通常:
2006-014538
標準

通常:
2006-014795
標準

プレバイオティックヌードル＼Ｐ
通常 2006-014867
ＲＥＢＩＯＴＩＣ ＮＯＯＤＬＥ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.02.16 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)
2006.11.21 意見書
2006.11.21 手続補足書
2006.11.27 認定･付加情報
2006.12.19 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

58

プロバイオティックヌードル＼Ｐ
通常 2006-014868
ＲＯＢＩＯＴＩＣ ＮＯＯＤＬＥ

30,32
59

アピールポイント

通常:
2006-015243
標準
30

60

ビオプレミックス

通常:
2006-015245
標準
29,30

61

群馬育ち

通常:
2006-015861
標準

03,30,31,41,43,44

62

美肌再生オーダーメード

通常:
2006-016258
標準

29

63

恵方巻

指定商品・役務

【29】かまぼこ，ちくわ，その他の加工水産物，肉製品

通常:
2006-017456
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】乳酸菌・オリゴ糖・ペクチン・グルコン酸・イヌリン・ポリフェノール・カロチノイド・ビタミン 【中間記録情報】
等を主原料とする麺状の加工食品
［審査］
【30】中華そばのめん，うどんのめん，そばのめん，そうめんのめん，スパゲッティのめん， 2006.02.21 願書
2006.10.11 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
スープ付きの中華そばのめん，スープ付きのうどんのめん，スープ付きのそばのめん，
スープ付きのスパゲッティのめん，即席中華そばのめん，即席うどんのめん，即席そばの 項)
2006.10.16 手続補正書
めん，即席スパゲッティのめん，具およびスープ付きの即席中華そばのめん，具および
2006.10.16 意見書
スープ付きの即席うどんのめん，具およびスープ付きの即席そばのめん，具およびスープ
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
付きの即席スパゲッティのめん，調理済み冷凍焼きそば，その他の調理済み冷凍めん類
項16号)
2007.02.06 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 2006.02.22 願書
2006.10.13 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
2007.02.09 拒絶査定
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.02.22 願書
2006.10.13 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
2007.02.09 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
用グルテン
【29】植物油脂，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
2006.02.23 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
2006.03.03 認定･付加情報
2006.09.15 職権訂正履歴(職権訂正)
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
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 2007.02.16 拒絶査定
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
【03】せっけん類，化粧品，香料類
【中間記録情報】
【30】菓子及びパン
［審査］
【31】野菜
2006.02.24 願書
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，運動施設の提供
2006.07.21 刊行物等提出書
2006.08.17 認定･付加情報
【43】介護に関する相談及び情報提供，老人又は障害者の介護又は養護施設の提供，老
人又は障害者の養護及び介護，宿泊施設の提供，飲食物の提供，保育所における乳幼児 2006.08.22 刊行物等提出による通知書
の保育
2006.08.23 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
【44】美容，あん摩・マッサージ及び指圧，きゅう，はり，医業，医療情報の提供，健康診断， 2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.06 拒絶査定
調剤，栄養の指導
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 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
2007.02.16 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０２.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】せっけん類，香料類，化粧品，かつら装着用接着剤，つけづめ，つけまつ毛，つけま
つ毛用接着剤，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジ
ン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つや出し剤，研磨
紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥
離剤
【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パ
ンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包帯液，防虫紙，胸
当てパッド
【29】ビタミン・カロチン・繊維質・大豆レシチン又はミネラルを原材料とする錠剤状・粒状・粉
末状・液体状又はカプセル化してなる加工食品，卵又は乳を主原材料とする粉末状・顆粒
状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品，豆・野菜・果実・種子類又はきのこ類を
主原材料とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品，食肉，食
用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及び加工果実，
【07】食料加工用又は飲料加工用の機械器具
【29】食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍うなぎ，加工水産物
【40】食料品の加工，食料品加工機械の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.27 手続補正書
2006.10.27 意見書
2007.02.02 拒絶査定
2007.07.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.04.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.06.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.10.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.19 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］
2006.03.07 願書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 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］
2006.03.07 願書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 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 2006.03.07 願書
2006.11.10 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
2007.02.23 拒絶査定
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン

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
2006.03.08 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
2006.10.27 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)
2007.02.16 拒絶査定

03,05,29

64

ｅｃｏ ｓｔｙｌｅ

通常 2006-017549

07,29,40
65

66

67

68

69

70

さざれ焼き

コークスクリュー

ふんわり温野菜

ＳＯＵＰＥＲ＼スーペ

通常:
2006-018365
標準

通常:
2006-019031
標準

通常:
2006-019950
標準

通常 2006-019952

名古屋城には＼名古屋嬢がよ
通常 2006-019968
く似あう

なすの牛

通常:
2006-020411
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 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)
2007.02.02 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

71

72

73

74

75

商標（見本）

商標

とろとん

パストラミロース

串さしフランク

山形の旬

六本木の森

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】豚肉，豚肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.03.09 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)
2006.10.20 代理人選任届
2006.10.25 意見書
2006.10.25 手続補足書
2006.10.26 認定･付加情報
2006.11.24 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

29

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
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・シチューまた
はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.03.09 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)
2007.02.16 拒絶査定

29

【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチューまた
はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.05.30 刊行物等提出書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.30 刊行物等提出による通知書
2006.07.05 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

29,31

【29】加工野菜及び加工果実，お茶漬けのり，ふりかけ
【31】野菜，果実，そば

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安 【中間記録情報】
定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，調味料，香辛料，アイ ［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 2006.03.09 願書
2006.10.31 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
2007.02.20 拒絶査定
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン

通常:
2006-020960
標準

通常:
2006-021042
標準

通常:
2006-021043
標準

通常:
2006-021150
標準

通常 2006-021174

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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.

76

77

78

79

80

商標（見本）

商標

まろつゆ

Ｎｅｕｒｏ ｖｉｔａｌ ｈｅｒｂｓ＼ニュー
ロ バイタル ハーブ

煮込・しいたけ・わさび味

葛根生姜湯

うんめぇもん

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】だしつゆ，うどんつゆ，そばつゆ，きしめんつゆ，そうめんつゆ，冷や麦つゆ，スープ付 【中間記録情報】
うどん，スープ付即席うどん，スープ付そば，スープ付即席そば，スープ付中華そば，スー ［審査］
2006.03.09 願書
プ付即席中華そば，スープ付きしめん，スープ付即席きしめん，スープ付そうめん，スープ
付即席そうめん，スープ付冷や麦，スープ付即席冷や麦，スープ付スパゲティ，スープ付即 2006.03.09 認定･付加情報
2006.10.25 手続補正書
席スパゲティ
2006.10.25 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.10.25 認定･付加情報
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 意見書
2007.01.09 手続補足書
2007.01.09 代理人選任届
2007.01.19 認定･付加情報
2007.02.05 認定･付加情報
2007.02.20 拒絶査定
2007.03.16 手続補足書
2008.02.20 登録料納付
［登録］
2008.02.12 登録査定書
2008.02.20 設定納付書
2008.03.11 登録証

29

【29】バコパ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］
2006.02.27 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

32

【32】加工食料品名（煮込・しいたけ・わさび味）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.04.28 通知書(その他の通知)(期間無)
2006.04.28 手続補正指令書(出願)
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))
2007.02.16 拒絶査定

32

【32】葛根・生姜を用いた清涼飲料，葛根・生姜を用いた粉末状の清涼飲料のもと

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.13 願書
2006.10.27 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))
2007.02.16 拒絶査定

29,30

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
［審査］
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.03.13 願書
め物，豆，食用たんぱく
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 号)
（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
2006.11.21 意見書
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 2007.02.27 拒絶査定
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ

通常:
2006-021255
標準

通常 2006-021342

通常 2006-021363

通常:
2006-022096
標準

通常 2006-022294

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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.

81

82

83

84

85

86

87

商標（見本）

商標

田村牛

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】牛肉，牛肉入りコロッケその他の牛肉を使用した肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.20 意見書
2006.12.20 手続補足書
2006.12.21 認定･付加情報
2007.01.24 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.14 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)
2007.02.02 拒絶査定

29

【29】牛肉，牛肉を使用した肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.05 意見書
2007.02.02 拒絶査定
2007.04.12 手続補正書(方式)

30

【30】行者にんにくを用いたうどんのめん，行者にんにくを用いた即席うどんのめん，行者に 【中間記録情報】
んにくを用いたうどんのつゆ，行者にんにくを用いた即席うどんのつゆ
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定

30

【30】あん入りアイスクリーム

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.14 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
2006.12.07 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

29

【29】鶏卵

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

通常 2006-022498

のどをうるおす＼やわらか食感
通常 2006-022561
氷

信州アルプス牛

行者ニンニクキトピロうどん

あいすまんじゅう

図形商標

くすりやさんのたまご

通常:
2006-022686
標準

通常:
2006-022747
標準

通常 2006-022796

通常 2006-022797

通常:
2006-022921
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.

88

89

90

91

92

93

94

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】チャーハンの素，お茶漬けのり，お茶漬けの素，ふりかけ
【30】調味料，ごま，ごま塩，すりごま，いりごま，ねりごま，ゴマ加工食品

29,30

【29】植物性油脂，ごま油，豆腐，チャーハンの素，お茶漬けのり，お茶漬けの素，ふりかけ 【中間記録情報】
【30】調味料，ごま，ごま塩，すりごま，いりごま，ねりごま，ゴマ加工食品，穀物の加工品， ［審査］
2006.03.15 願書
食用粉類
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))
2006.11.06 刊行物等提出書
2006.12.04 認定･付加情報
2006.12.08 刊行物等提出による通知書
2007.02.02 拒絶査定
2007.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】アイスクリーム，シャーベット，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，氷

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

31

【31】飼料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

31

【31】愛玩動物用飼料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定
2007.02.13 再送

30

【30】米飯その他の穀物の加工品，べんとう，粥，雑炊，天丼・カツ丼・親子丼その他の丼物 【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.13 拒絶査定

29

【29】牛肉

ＧＡＢＡリッチゴマ＼ギャバリッチ
通常 2006-023121
ゴマ

ギャバリッチ

通常:
2006-023124
標準

ＦＲＯＺＥＮ＼ＶＩＴＡＭＩＮ＼フロー
通常 2006-023525
ズンビタミン

ペットセーフ＼ＰＥＴ ＳＡＦＥ

通常 2006-023568

ペットセーフティ＼ＰＥＴ ＳＡＦＥ
通常 2006-023569
ＴＹ

一膳

オホーツク牛

通常 2006-023791

通常 2006-023968

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

中間記録

29,30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 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))
2007.02.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 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)
2007.02.02 拒絶査定
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No.

95

96

97

98

99

100

101

商標（見本）

商標

富士山の湧き水

焼きアロエちくわ

§ＧｒｅｅｎＯ２＼ｇｒｅｅｎＯ２＼グ
リーンＯ２＼グリーンオーツー

保鮮

北海道＼特産∞エゾシカ肉

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】ミネラルウォーター

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 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)
2007.02.02 拒絶査定

29

【29】ちくわ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

32

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.03.22 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)
2007.02.23 拒絶査定

30

【30】酢飯、舎利、味付けご飯

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

29

【29】食肉，味付けした食肉，その他の肉製品，カレー・シチュー又はスープのもと，食肉を 【中間記録情報】
［審査］
主原料とする錠剤状・粒状・カプセル状・粉末状・ゼリー状の加工食品
2006.03.20 願書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

30

【30】米，米粉，乾燥米，強化米，胚芽精米，無洗米，発芽玄米

29

【29】ミネラル・ビタミンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペー 【中間記録情報】
スト状・フィルム状・カプセル状・軟カプセル状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵， ［審査］
2006.03.22 願書
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 2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
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
2007.02.06 拒絶査定

通常 2006-023970

通常:
2006-024570
標準

通常 2006-024571

通常:
2006-025020
標準

通常 2006-025043

こめほんらい＼米本来

通常 2006-025121

ベースサプリメント

通常:
2006-025266
標準

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

中間記録

32
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.29 意見書
2007.02.09 拒絶査定
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No.

102

103

104

105

106

107

108

商標（見本）

商標

きゃんどるぷらんつ＼キャンド
ルプランツ

種別 出願番号

区分

明石麦わらだこ

明石前もの

おこわＤＥスイーツ

おこわＤＥタルト

30

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
【中間記録情報】
［審査］
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ， 2006.03.22 願書
2006.10.27 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)
2007.02.09 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

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

29,31

【29】たこ（生きているものを除く。），たこを用いた加工水産物
【31】たこ（生きているものに限る。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.04.04 手続補正書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

29,31

【29】食用魚介類（生きているものを除く。），加工水産物
【31】食用魚介類（生きているものに限る。），海草類

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.04.04 手続補正書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 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］
2006.03.23 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)
2007.02.13 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］
2006.03.23 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

通常 2006-025554

通常:
2006-025649
標準

団体:
2006-025666
標準

団体:
2006-025667
標準

通常:
2006-025705
標準

通常:
2006-025706
標準

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

中間記録

【31】生花の花輪，海藻類，野菜，果実，麦芽，種子類，木，草，芝，苗，苗木，花，麦

ハーゼルヌス アプフェルシュ
ニッテ＼Ｈａｓｅｌｎｕ▲ｓ▼ Ａｐｆｅｌ 通常 2006-025582
ｓｃｈｎｉｔｔｅ

八丈島のあした葉だよ

指定商品・役務

31
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.09.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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No.

109

110

111

112

113

114

115

商標（見本）

商標

おこわカナッペ

酒そば本舗

種別 出願番号

ダイエットサプリキャンディ

通常:
2006-026365
標準

竹酒

30

【30】そばのめん

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.04.12 代理権変更届
2006.04.12 手続補足書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.05.26 認定･付加情報
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.15 拒絶査定

30

【30】キャンディ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.20 拒絶査定

30

【30】キャンディ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.20 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］
2006.03.24 願書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 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］
2006.03.10 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)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-026366
標準

通常 2006-026500

通常 2006-026603

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.23 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

通常:
2006-026131
標準

通常:
2006-026291
標準

ふゆかん＼冬柑

指定商品・役務
【30】菓子及びパン，すし，べんとう

通常:
2006-025707
標準

ふんわりいちご

スッキリサプリキャンディ

区分
30
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No.

116

117

118

119

120

121

商標（見本）

商標

炙りとんかつ

ごて焼

び み から＼美味辛

相撲鍋＼ＳＵＭＯ－ＮＡＢＥ

永源寺蓬

らくづけ＼楽漬

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】とんかつ

29

【29】焼鳥，焼いた肉製品，焼いた加工水産物，焼いた加工野菜及び焼いた加工果実，焼 【中間記録情報】
［審査］
豆腐，焼こんにゃく，焼いた加工卵，焼きのり，焼肉丼のもと，お好み焼きのもと
2006.03.27 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.04.07 認定情報通知書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 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 2006.03.27 願書
2006.03.27 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
2006.10.25 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)
2007.02.09 拒絶査定
用グルテン
2007.03.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】ちゃんこ鍋用の詰合せ材料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.13 拒絶査定

30,31

【30】菓子及びパン
【31】食用の野草，草

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

30

【30】浅漬けの素，その他の漬物用調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-026731
標準

通常:
2006-026881
標準

通常 2006-026906

通常 2006-026921

通常:
2006-026994
標準

通常 2006-027003

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.27 願書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.04 意見書
2007.01.05 認定･付加情報
2007.02.19 拒絶査定
2007.03.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

122

123

124

125

126

127

商標（見本）

商標

Ｊ麺

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】米を主原料とする麺

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.04.17 手続補正書(方式)
2006.04.17 認定･付加情報
2006.04.17 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.15 意見書
2006.12.15 認定･付加情報
2006.12.15 物件提出書
2007.01.19 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.04.26 上申書
2006.05.25 刊行物等提出書
2006.06.01 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.30 刊行物等提出による通知書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 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)
2007.02.23 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 2006.03.27 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.12.22 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
2006.12.22 手続補足書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2007.01.26 認定･付加情報
用グルテン
2007.02.09 拒絶査定
2007.02.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

31

【31】札幌市産のたまねぎ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.28 拒絶査定

29

【29】こんにゃく

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-027005
標準

コメボウ＼米棒＼こめ棒＼こめ
ぼう＼ＲＩＣＥ ＳＴＩＣＫ＼ライス 通常 2006-027113
棒＼ライスボウ

きたきりしま＼北霧島

絹食＼きぬしょく

本家＼札幌産 たまねぎ＼札
幌黄

§雑穀＼こんにゃく

通常 2006-027147

通常 2006-027151

通常 2006-027178

通常 2006-027367

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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.

128

129

130

131

商標（見本）

商標

ココナツ酵素

すみだタワー

ＷＡＲＡＮ＼和蘭

ソーマチン

種別 出願番号

区分

磯黒のり

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

25,30

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動
用特殊靴
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食用粉類，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，氷

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.04.14 手続補正指令書(出願)
2006.05.08 手続補正書
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.10.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.19 刊行物等提出書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 認定･付加情報
2006.11.24 刊行物等提出による通知書
2006.12.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.08 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.02.23 拒絶査定

31

【31】生花の花輪，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，盆栽

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.12 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)
2007.02.16 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 2006.03.29 願書
2006.10.27 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
2007.02.16 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【29】のりの佃煮，その他ののりを使用してなる加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用 【中間記録情報】
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。），干しのり，焼きの ［審査］
り，味付けのり，お茶漬けのり，のり入りのふりかけ，のりを主原料とする粉末状・粒状・顆 2006.03.29 願書
2006.03.29 認定･付加情報
粒状・錠剤状・カプセル状・ゼリー状・グミ状又は液状の加工食品
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.04 意見書
2006.12.04 認定･付加情報
2006.12.04 手続補足書
2007.01.09 認定･付加情報
2007.02.16 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，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンド ［審査］
ペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー， 2006.03.29 願書
2006.04.14 認定･付加情報
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
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
粉類，食用グルテン
2006.12.13 手続補正書
2006.12.13 意見書
2007.02.02 拒絶査定

通常 2006-027392

通常:
2006-027668
標準

通常 2006-027722

通常:
2006-027770
標準

通常 2006-027857

30

133

ふじさんろく＼富士山麓

通常 2006-027899

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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

29

132

指定商品・役務

32
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No.

134

135

136

137

138

139

商標（見本）

商標

クリーミィクリーミィ

スーパーバナジウム富士

ハブドリンク

なんていい香り

ビアサワー

ぶりしゃぶ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.03.29 願書
2006.03.29 認定･付加情報
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，粥，ぞうすい，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ 2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.12.11 意見書
粉類，食用グルテン
2006.12.11 手続補足書
2006.12.11 認定･付加情報
2007.01.15 認定･付加情報
2007.02.06 拒絶査定
2007.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

32

【32】ミネラルウォーター

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.10.12 伺い書
2006.10.20 伺い回答書
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.28 意見書
2006.11.28 意見書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.29 認定･付加情報
2007.01.11 伺い書
2007.01.19 伺い回答書
2007.02.05 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 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)
2007.02.23 拒絶査定

30

【30】茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.27 拒絶査定

29

【29】ぶりを原材料としてなる加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.03.31 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)
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-027951
標準

通常:
2006-027974
標準

通常 2006-028106

通常 2006-028226

通常:
2006-028263
標準

通常:
2006-028561
標準

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

中間記録

30
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No.

140

141

142

143

144

145

146

商標（見本）

商標

マッスル

かつお活き活き

桜酒

ＢＡＴＳＵＧＵＮ

発酵小麦エキ酢

長野育ち

くぼさん＼ＫＵＢＯＳＡＮ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】ビタミン・微量元素・ミネラル・カルシウム・プロテイン・卵・牛乳・花粉・食物繊維・海産 【中間記録情報】
物・きのこ類・動植物又はそれらの抽出物等の１又は２以上を主原料とするカプセル状・粉 ［審査］
2006.03.30 願書
状・粒状・顆粒状・錠剤状・液体状・ゼリー状・固形状の加工食品
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

29,30

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.20 拒絶査定

33

【29】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，即席みそ汁，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，
豆，食用たんぱく，食用油脂，乳製品，魚介類のエキスを主成分とする粉状・粒状・顆粒
状・錠剤状・カプセル状・粉末状・ペースト状・ゼリー状・液状の加工食品
【30】調味料，香辛料，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安
定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，アイス
クリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，
ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，
即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グル
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

31

【31】飼料，飼料たんぱく

30

【30】小麦を主原料とする食酢

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.16 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

30

【30】穀物の加工品，そばのめん

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

29

【29】かす漬け魚介類，くんせい魚介類，塩辛魚介類，塩干し魚介類，水産物のつくだに，
素干し魚介類，煮干し魚介類，野菜の漬物，果実の漬物

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.03.31 手続補足書
2006.04.05 認定･付加情報
2006.04.05 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.14 意見書
2006.12.14 手続補足書
2007.01.19 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定

通常:
2006-028663
標準

通常:
2006-028673
標準

通常 2006-028729

通常:
2006-028772
標準

通常:
2006-028963
標準

通常:
2006-029125
標準

通常 2006-029130

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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.

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.16 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

147

148

149

150

151

152

153

商標（見本）

商標

Ｇｏｌｄｅｎ Ａｇｅ

ミネラルマンゴー

ダイエットソース

レタスチャーハンの素

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】ビタミン・ミネラル・植物栄養素を主原料とした粒状・カプセル状・粉状の加工食品

31

【31】自然海塩および自然塩を採取する際に副生成するアルカリ土類金属イオンを含む水 【中間記録情報】
溶液を散布等して成育し、成長を促進強化した樹木から採取したマンゴーの核果および果 ［審査］
2006.03.20 願書
実
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定

30

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

30

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，みそ，ウースターソース，ケチャップソース，しょう
ゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のた
れ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，ごま
塩，食塩，すりごま，化学調味料，香辛料，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用
粉類，食用グルテン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉
まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，弁当，，ミートパイ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，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
【30】調味料

30

【30】ノンオイル調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.11.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.08 拒絶査定

29

【29】干しのり，焼きのり

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.11.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.15 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.03.22 願書
2006.10.27 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
2007.02.16 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン

通常:
2006-029270
標準

通常 2006-029294

通常:
2006-029378
標準

通常:
2006-029405
標準

おいしくって＼ノンオイル＼クッ
通常 2006-029627
キング

パリパリ海苔

揚げたこ串

通常:
2006-029920
標準

通常 2006-029933

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.03.31 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.04.03 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)
2007.02.16 拒絶査定
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No.

154

155

156

157

158

159

160

商標（見本）

商標

あげたこ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.03.22 願書
2006.10.27 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
2007.02.16 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン

30

【30】チョコレートを使用した菓子，チョコレートを使用したパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定

31

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.16 意見書
2007.01.16 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定
2008.10.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.28 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.28 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.05.23 刊行物等提出書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.06.21 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
2006.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.28 拒絶査定

30

【30】小麦粉，その他の食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.04.04 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)
2007.02.23 拒絶査定

通常 2006-029934

Ｓｍｏｋｅｄ Ｃｈｏｃｏｌａｔ＼スモー
通常 2006-029975
クド ショコラ

食と農を考える熊本の会

ダンディーケーキ

ストーレン

ブレッツェル

パープル ＰＵＲＰＬＥ

通常 2006-030103

通常:
2006-030137
標準

通常:
2006-030138
標準

通常:
2006-030139
標準

通常:
2006-030332
標準

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

中間記録

30
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No.

161

162

163

商標（見本）

商標

めっちゃおいしい梅酒

Ｔｈｅ Ｏｎｅ Ｇｏｏｄ Ｔｈｉｎｇ

健康珈琲

種別 出願番号

区分

健康ＣＡＦＥ

03,30,32

【03】薬用スキンローション
【中間記録情報】
【30】茶，ハーブティー
［審査］
【32】炭酸水，果実飲料，ミネラルウォーター，ジュース，ソーダ，コーラ，濃縮したジュース， 2006.04.04 願書
2006.04.06 優先権証明書提出書
果物と野菜のジュース，ミックスジュース，粉末ジュース，スポーツドリンク，飲料製造用シ
2006.06.16 認定･付加情報
ロップ
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

29,30

【29】各種ビタミンを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，各種ミネラルを主
原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，キノコ類を主原料とした錠剤状・カプセル
状・液状の加工食品，野菜を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，果実を主
原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，魚貝類を主原料とした錠剤状・カプセル
状・液状の加工食品，海藻類を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，スッポ
ンを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，マムシを主原料とした錠剤状・カ
プセル状・液状の加工食品，牛乳を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，植
物エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，加工野菜及び加工果実
【30】コーヒー，コーヒー豆，茶，プロポリスを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工
食品，ローヤルゼリーを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，穀物を主原料
とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，茶エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・
【29】各種ビタミンを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，各種ミネラルを主
原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，キノコ類を主原料とした錠剤状・カプセル
状・液状の加工食品，野菜を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，果実を主
原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，魚貝類を主原料とした錠剤状・カプセル
状・液状の加工食品，海藻類を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，スッポ
ンを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，マムシを主原料とした錠剤状・カ
プセル状・液状の加工食品，牛乳を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，植
物エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，加工野菜及び加工果実
【30】コーヒー，コーヒー豆，茶，プロポリスを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工
食品，ローヤルゼリーを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，穀物を主原料
とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，茶エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・
【30】コーヒー，コーヒー豆

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【03】化粧品
【29】各種ビタミンを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，各種ミネラルを主
原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，キノコ類を主原料とした錠剤状・カプセル
状・液状の加工食品，野菜を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，果実を主
原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，魚貝類を主原料とした錠剤状・カプセル
状・液状の加工食品，海藻類を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，スッポ
ンを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，マムシを主原料とした錠剤状・カ
プセル状・液状の加工食品，牛乳を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，植
物エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，加工野菜及び加工果実
【30】茶，プロポリスを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，ローヤルゼリー
を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，穀物を主原料とした錠剤状・カプセ
ル状・液状の加工食品，茶エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.09.20 刊行物等提出書
2006.10.18 認定･付加情報
2006.10.27 刊行物等提出による通知書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.16 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.02.23 拒絶査定

通常:
2006-030360
標準

優先:
2006-030395
標準

通常:
2006-030459
標準

通常:
2006-030460
標準

30
165

クロロゲン酸

通常:
2006-030461
標準
03,29,30

166

クロロゲン酸

通常:
2006-030462
標準

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

中間記録

【33】梅酒

29,30

164

指定商品・役務

33
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30

167

健康コーヒー

通常:
2006-030463
標準

30
168

燻製の素

通常:
2006-030471
標準
29,30

169

具材自慢

通常:
2006-030590
標準

寧楽

通常:
2006-030697
標準

30
170

32
171

ギャバの力

通常:
2006-030707
標準

30

172

ＨＫ－ＬＰ

指定商品・役務
【29】各種ビタミンを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，各種ミネラルを主
原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，キノコ類を主原料とした錠剤状・カプセル
状・液状の加工食品，野菜を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，果実を主
原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，魚貝類を主原料とした錠剤状・カプセル
状・液状の加工食品，海藻類を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，スッポ
ンを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，マムシを主原料とした錠剤状・カ
プセル状・液状の加工食品，牛乳を主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，植
物エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，加工野菜及び加工果実
【30】コーヒー，コーヒー豆，茶，プロポリスを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工
食品，ローヤルゼリーを主原料とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，穀物を主原料
とした錠剤状・カプセル状・液状の加工食品，茶エキスを主原料とした錠剤状・カプセル状・
【30】食塩・砂糖・香辛料からなる燻製用調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2006.04.05 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
2006.04.05 認定･付加情報
2006.11.27 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
2007.02.23 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
【30】菓子及びパン
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.05 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.20 拒絶査定
【32】ギャバを含有した清涼飲料，ギャバを含有した果実飲料，ギャバを含有した乳清飲
【中間記録情報】
［審査］
料，ギャバを含有した飲料用野菜ジュース
2006.04.05 願書
2006.04.05 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.23 拒絶査定
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，即席菓子のもと

通常:
2006-030957
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］
2006.03.23 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 出願人名義変更届
2006.06.28 出願人名義変更届(一般承継)
2006.07.04 通知書(再提出通知)
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定
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No.

173

174

175

176

177

178

179

商標（見本）

商標

ＨＫ－ＬＰ

ＨＫ－ＬＰ

辛良醤

鳴門金時芋焼酎

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】食用油脂，乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食
用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつお節，寒
天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり，加工野菜
及び加工果実，お茶漬けのり，ふりかけ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 出願人名義変更届
2006.06.28 出願人名義変更届(一般承継)
2006.07.04 通知書(再提出通知)
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュ－ス

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.05.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 出願人名義変更届
2006.06.28 出願人名義変更届(一般承継)
2006.07.04 通知書(再提出通知)
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

29,30

【29】加工水産物
【30】調味料，香辛料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.04.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.26 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

33

【33】焼酎

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.05 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.20 拒絶査定

33

【33】焼酎

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.05 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.20 拒絶査定

31

【31】柿

30

【30】米

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.10 意見書
2007.02.02 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.22 拒絶査定

通常:
2006-030958
標準

通常:
2006-030959
標準

通常:
2006-030964
標準

通常:
2006-031006
標準

§本家∞本格焼酎＼鳴門＼金
時∞２５°∞芋焼酎＼Ｎａｒｕｔｏ
通常 2006-031007
Ｋｉｎｔｏｋｉ＼Ｓｗｅｅｔ ｐｏｔａｔｏ ”Ｓ
ｙｏｃｈｕ”

富士柿

三種水系 岩川米

通常:
2006-031246
標準

通常:
2006-031294
標準

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

中間記録

29

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

2008/11/13
34／43

３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

180

181

182

183

184

185

186

商標（見本）

商標

サメ軟骨プラス

まあ＼むけちゃってる

世界一小さな農園

深山行者にんにく

どんどんじゅ

ＣＨＡＲＬＯＴＴＥ＼シャルロッテ

プレミアムメイド＼Ｐｒｅｍｉｕｍ
Ｍａｄｅ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【29】サメ軟骨から抽出されたコンドロイチン・カニやエビ等の甲殻類から抽出されたグルコ 【中間記録情報】
サミン等を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・ペースト状又は液体状の ［審査］
2006.04.06 願書
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
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2007.02.27 拒絶査定
かけ，なめ物，豆，食用たんぱく

29,30,31

【29】加工野菜及び加工果実
【30】食用粉類
【31】野菜

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

31

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.05.26 手続補正指令書(出願)
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

29,30

【29】加工野菜及び加工果実
【30】菓子

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 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］
2006.03.24 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンド 2006.03.24 願書
イッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッ 2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
グ，ミートパイ，ラビオリ，即席菓子のもと
条1項11号を除く))
2007.02.02 拒絶査定

31

【31】ペットフードその他の飼料

通常 2006-031331

通常 2006-031484

通常:
2006-031539
標準

通常 2006-031541

通常:
2006-031543
標準

通常 2006-031549

通常 2006-031649

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.07 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)
2007.02.20 拒絶査定
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No.

187

188

商標（見本）

商標

阿蘇天然アイス粋（マル）

かつお源

種別 出願番号

区分

笑顔＼おいしさ＼健康＼安心

【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 手続補足書
2006.12.13 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.18 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶査定

29,30

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
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，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】調味料，香辛料，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安
定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，かつお茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパ
ン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペー
スト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキン
【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，薬用菓子，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，先天性代謝異常症治療用粉ミル
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，その他の乳幼児用粉
乳，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，セラミド・たんぱく質を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー
状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト
状の食餌療法用食品，たんぱく質を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・
ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・
ペースト状の食餌療法用食品，セラミド・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉
末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビ
スケット状・ペースト状の食餌療法用食品，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・ペースト状の食餌療法用食品，セラミド・ミネラルを主原料とする錠剤状・粒
状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・
スティック状・ビスケット状・ペースト状の食餌療法用食品，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・ペースト状の食餌療法用食品，セラミド・たんぱく質・ビタミン
を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シ
【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
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
除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加
工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふり
かけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく
【30】コーヒー及びココア，茶，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，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
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

【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)
2007.02.20 拒絶査定

通常 2006-031669

通常:
2006-031777
標準

通常 2006-032171

29,30,32
190

ロスマリン

通常:
2006-032248
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

05,29,30,32

189

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.10.27 手続補正書
2006.10.27 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.16 手続補正書
2007.01.16 手続補足書
2007.01.16 意見書
2007.02.13 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

191

192

193

194

195

196

197

商標（見本）

商標

ラ ポンシェ＼Ｌａ Ｐｏｎｃｈｅ

食べられる歯ブラシガム

歯と歯茎の健康ガム

薬草水

凍結濃縮酒

ハーブグリーン

ぷりっと＼うまい∞天然

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

31

【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
【中間記録情報】
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米， ［審査］
もろこし，飼料用たんぱく，おやつ用ペットフード，その他の飼料，種子類，木，草，芝，ドラ 2006.04.11 願書
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 2006.04.11 認定･付加情報
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
（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
項16号)
2007.02.28 拒絶査定

31

【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
【中間記録情報】
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米， ［審査］
もろこし，飼料用たんぱく，おやつ用ペットフード，その他の飼料，種子類，木，草，芝，ドラ 2006.04.11 願書
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 2006.04.11 認定･付加情報
（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
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.28 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

33

【33】醸造酒

【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1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

29

【29】ハーブ、穀物、植物種子、藻類を主原料とした粉末状・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］
2006.03.28 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 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
2006.04.12 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
2006.11.14 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)
2007.02.20 拒絶査定

通常 2006-032333

通常:
2006-032753
標準

通常:
2006-032754
標準

通常:
2006-032770
標準

通常:
2006-032924
標準

通常 2006-033050

通常 2006-033211

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
2006.04.10 願書
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

198

199

200

201

202

203

商標（見本）

商標

日▲高▼産＼サラダ昆布

オビルピーハ

お好み焼きミックス

和のもう一品

ニガウリ５０８α

ブーケレタス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】こんぶ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

31

【31】オビルピーハの果実を用いた加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.21 手続補正書
2006.06.21 上申書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.11.10 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))
2007.02.16 拒絶査定

30

【30】お好み焼き

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

29

【29】肉類又は魚介類を主材とする惣菜，果実類を主材とする惣菜，野菜類を主材とする惣
菜，海藻類を主材とする惣菜，卵類を主材とする惣菜，豆類を主材とする惣菜，湯葉を主
材とする惣菜，油揚げを主材とする惣菜，豆腐を主材とする惣菜，凍り豆腐を主材とする惣
菜，オカラを主材とする惣菜，並びにこれらの冷凍食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.27 拒絶査定
2007.05.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】ニガウリエキス、桑の葉エキス、ビワの葉エキス、亜鉛酵母、クロム酵母を原材料とし 【中間記録情報】
［審査］
てなる粒状の加工食品
2006.04.05 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

31

【31】レタス

通常 2006-033483

通常 2006-033489

通常 2006-034811

通常:
2006-035700
標準

通常 2006-035793

通常:
2006-036307
標準

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

中間記録

31
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.15 手続補正書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.23 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

204

205

206

207

208

209

210

商標（見本）

商標

パーフェクトスリム＼α

かんれきいわい＼還暦祝い

Ｓｗｅｅｔｓ Ｒｏｌｌ＼スイーツロー
ル

ザ・にんにく

徳用しゅうまい

チェリークリスマス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】ガルシニアを主原料とする錠剤状の加工食品，コエンザイムＱ１０を主原料とする錠剤
状の加工食品，Ｌ－カルニチンを主原料とする錠剤状の加工食品，各種の植物エキスを主
原料とする錠剤状の加工食品，各種の果実エキスを主原料とする錠剤状の加工食品，各
種ビタミン類を主原料とする錠剤状の加工食品，アミノ酸を主原料とする錠剤状の加工食
品

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.15 意見書
2007.01.15 代理人選任届
2007.02.08 認定･付加情報
2007.02.08 認定･付加情報
2007.02.20 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］
2006.04.20 願書
2006.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.28 拒絶査定
2008.10.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】クレープ菓子

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

29

【29】にんにくを主成分とする錠剤状・カプセル状・液状・顆粒状・粉末状の加工食品

30

【30】しゅうまい

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.26 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.06.20 刊行物等提出書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.07.25 刊行物等提出による通知書
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.27 拒絶査定

31

【31】さくらんぼ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.17 手続補正書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 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］
2006.04.21 願書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.27 拒絶査定

通常 2006-036360

通常 2006-036690

通常 2006-036804

通常:
2006-037002
標準

通常:
2006-037044
標準

通常:
2006-037254
標準

甲州小樽仕込み＼ＫＯＳＨＵ Ｂ
通常 2006-037262
ａｒｒｅｌ Ｆｅｒｍｅｎｔｅｄ

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

中間記録

29
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.
211

212

213

214

215

216

商標（見本）

商標
ギャバ発芽大豆

アップルダイエット

リンゴダイエット

蔵王つるし

北条米

とろーりとろとろ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】発芽大豆，その他の発芽大豆入り大豆，発芽大豆入り加工野菜，豆乳，納豆，豆腐

29

【29】アップルポリフェノール・アミノ酸・ビタミン・ミネラル・たんぱく質・食物繊維若しくは大豆 【中間記録情報】
ペプチドを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・クリーム状・ゼリー ［審査］
2006.04.11 願書
状又は液体状の加工食品
2006.05.08 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

29

【29】アップルポリフェノール・アミノ酸・ビタミン・ミネラル・たんぱく質・食物繊維若しくは大豆 【中間記録情報】
ペプチドを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・クリーム状・ゼリー ［審査］
2006.04.11 願書
状又は液体状の加工食品
2006.05.08 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.23 拒絶査定

29

【29】加工野菜，加工果実

【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1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

30

【30】米

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 拒絶査定

29,30

【29】乳製品（クリームを除く。）
【30】菓子及びパン，即席菓子のもと

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.22 意見書
2007.01.22 手続補足書
2007.01.22 認定･付加情報
2007.02.19 認定･付加情報
2007.02.20 拒絶査定
2007.03.09 手続補正書
2007.03.09 手続補足書
2008.04.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-037405
標準

通常 2006-037811

通常 2006-037812

通常:
2006-037813
標準

通常 2006-037821

通常:
2006-037954
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］
2006.04.24 願書
2006.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.28 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

217

218

219

220

221

222

商標（見本）

商標

§純粋∞南部∞赤豚

しそのか

ちその香

岡山珈琲館

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 意見書
2007.01.23 認定･付加情報
2007.01.23 手続補足書
2007.02.21 認定･付加情報
2007.02.22 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 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 意見書
2007.02.21 拒絶査定
2007.03.08 手続補正書
2007.05.11 手続補正書
2008.04.04 出願取下書

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 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 意見書
2007.02.21 拒絶査定
2007.03.08 手続補正書
2007.05.11 手続補正書
2008.04.04 出願取下書
2008.04.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30,43

【30】茶，コーヒー及びココア，コーヒー豆
【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1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.28 拒絶査定

30,43

【30】冷凍菓子，アイスクリーム，フローズンヨーグルト，シャーベット，アイスクリームサン
デー，アイスクリームシェーク，シャーベットシェーク，フローズンヨーグルトシェーク，ケー
キ，パイ，コーン型及びボウル型のワッフル模様のコーンカップ
【43】冷凍菓子・アイスクリーム・フローズンヨーグルト及びシャーベットの提供，アイスクリー
ムサンデー・アイスクリームシェーク・フローズンヨーグルトシェーク及びシャーベットシェー
クの提供，ケーキ・パイ・コーン型及びボウル型のワッフル模様のコーンカップの提供，ス
ムージー・ミルクシェーク・清涼飲料及び果実飲料の提供，その他の飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.05.11 手続補正書
2006.06.20 刊行物等提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.26 刊行物等提出による通知書
2006.07.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.28 拒絶査定

29

【29】数の子を使用した加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 意見書
2007.02.22 拒絶査定

通常 2006-037955

通常:
2006-038163
標準

通常:
2006-038164
標準

通常:
2006-038571
標準

通常 2006-041366

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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】赤豚の豚肉，赤豚の豚肉を使用してなる肉製品

￠ＧＥＲＭＡＮＣＨＯＫＯＬＡＴＥＫ
通常 2006-039032
ＡＫＥ

寿数の子

指定商品・役務

29
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

223

224

商標（見本）

商標

飛騨のあか汁

はやしや

種別 出願番号

区分
【30】菓子，パン

30,43

【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，べんとう
【43】飲食物の提供

通常:
2006-042182
標準

通常:
2006-042213
標準
30

225

一柳

通常:
2006-042494
標準
30,43

226

ごはんカフェ

通常 2006-042556

29

227

おいしくまぜまぜ

指定商品・役務

30

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【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 2006.05.10 願書
2006.12.19 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
2007.01.29 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
2007.02.06 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【30】穀物の加工品
【中間記録情報】
［審査］
【43】飲食物の提供
2006.04.25 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

【29】食用油脂，乳製品

通常:
2006-042614
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］
2006.04.20 願書
2006.06.20 刊行物等提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.07.28 刊行物等提出による通知書
2006.08.03 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 意見書
2007.02.02 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.31 意見書
2007.02.09 拒絶査定
2008.04.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.09.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/11/13
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３条拒絶（食品）２００７．０２.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

01,03,05,16,21,29,3 【01】化学品
0,31,32,39,41,42,44 【03】せっけん類，香料類，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，歯磨き

228

Ｉｎ Ｈａｒｍｏｎｙ ｗｉｔｈ Ｌｉｆｅ

通常:
2006-043372
標準

31,44
229

ＰＥＴ－ＣＬｉＰ

通常 2006-047120

29,35

230

エイジングケア＼ＡＧＩＮＧ ＣＡ
通常 2006-048284
ＲＥ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品な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］
【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， 2006.05.12 願書
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， 2006.05.12 認定･付加情報
胸当てパッド
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【16】紙類，印刷物，文房具類
2007.02.02 拒絶査定
【21】化粧用具
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
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
【31】あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，うるしの実，コプラ，麦
芽，ホップ，未加工のコルク，やしの葉，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，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，飼料，釣り用餌，果実，野菜，糖料作物，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗
木，花，牧草，盆栽，生花の花輪，飼料用たんぱく
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホップ
エキス
【31】ペットフード，その他の飼料
【中間記録情報】
［審査］
【44】ペットの手入れ，その他の動物の美容又は理容
2006.05.23 願書
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.21 拒絶査定

【29】植物・果実・花粉の粉末又は植物のエキス末を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆
粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，食物繊維を主原料とする錠剤状・カプセル状・
顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，海藻の粉末又は海藻の抽出成分を主原料と
する錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，きのこの抽出成分
を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，乳酸菌
を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，コラーゲ
ン・コラーゲンペプチド・蛋白質を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー
状・液状の加工食品，クエン酸・アミノ酸・ビタミン・ミネラルを主原料とする錠剤状・カプセル
状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，ムコ多糖類・グルコサミンを主原料とする
錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，ポリフェノールを主原料
とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，ベータグルカンを
主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，抗酸化酵
素を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，各種
の動物エキスを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工
食品，魚油を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食
品，植物の樹脂（樹液）を原料に含む錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状
の加工食品，大豆たんぱく・カゼイン・脱脂粉乳・ショ糖のうちの少なくとも１つの成分を主
原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，植物発酵エ
キス末を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，
食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果
実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひ
じき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，焼きのり，加工
野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シ

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.10.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０２.xls
No.

231

232

商標（見本）

商標

極上うまみたまご

ヒロット＼ＨＩＬＯＴ

種別 出願番号

区分

そばきんつば

03,30,41,43,44

【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］
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，マッサージオイ 2006.05.30 願書
ル・マッサージクリーム・その他の化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料， 2006.11.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
調合香料，精油からなる食品香料，室内用スプレー式芳香剤・ポプリその他の薫料，研磨 項16号)
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
2007.02.21 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。），ハーブティ・その他の茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，
はちみつ・粉末あめ・水あめその他の調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベット
のもと，コーヒー豆，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，お好み焼き，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，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営又は開催，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，インターネットによる映画の提供，演芸の
上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，インターネット又は移動体電話による通信を用
いた音楽の提供，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放
送番組・広告用のものを除く。），レコード原盤の制作，オーディオマスターテープの制作，
音楽・映像を記録したＣＤ－ＲＯＭ原盤の制作，放送番組の制作における演出，映像機器・
音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの
興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の
興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），小型
【30】菓子及びパン，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安 【中間記録情報】
定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，調味料，香辛料，アイ ［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 2006.05.20 願書
2006.11.17 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
2007.02.23 拒絶査定
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，
【30】茶，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，サンドイッチ，しゅうま 【中間記録情報】
い，すし，べんとう，こうじ，酵母，即席菓子のもと，酒かす，米，
［審査］
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ，飲食物の提供，会議 2006.06.12 願書
室の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器 2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
乾燥機の貸与，業務用食器洗浄器の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸
2007.02.23 拒絶査定
与，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与

通常:
2006-048759
標準

通常 2006-049493

通常 2006-050865

30,43
234

黒寿し

通常 2006-059369

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.13 意見書
2007.02.13 認定･付加情報
2007.02.26 拒絶査定

