３条拒絶（食品）２００７．０４.xls

広告ページです。レポートは次ページから⇒⇒⇒

３条拒絶（食品）２００７．０４.xls

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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No.

商標（見本）

1

2

3

4

商標

植物生まれ

植物生まれ＼赤玉

§ゴールド黒酢

３．１４＝π（パイ）の日

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】卵，加工卵

【中間記録情報】
［審査］
2003.12.18 願書
2004.08.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2004.09.13 手続補正書
2004.09.13 意見書
2005.10.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.17 拒絶査定
2007.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】卵，加工卵

【中間記録情報】
［審査］
2003.12.18 願書
2004.08.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2004.09.13 手続補正書
2004.09.13 意見書
2005.04.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.17 拒絶査定
2007.04.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】黒酢，無農薬有機黒米を天然醸造した黒酢から得たもろみ・玄米胚芽抽出エキス・植 【中間記録情報】
物性の天然ビタミンを主原料としたカプセル状・錠剤状・顆粒状・粉状・タブレット状・寒天状 ［審査］
または液状の加工食品，黒酢・玄米胚芽油・オリゴ糖・密ろうを主原料としたカプセル状・錠 2004.08.17 願書
剤状・顆粒状・粉状・タブレット状・寒天状または液状の加工食品，黒酢・玄米胚芽油・オリ
2005.02.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ゴ糖・アセロラを主原料としたカプセル状・錠剤状・顆粒状・粉状・タブレット状・寒天状また 項16号)
は液状の加工食品，黒酢と植物性原料を主原料としたカプセル状・錠剤状・顆粒状・粉状・ 2005.04.06 手続補正書
タブレット状・寒天状または液状の加工食品，黒酢を主原料としたカプセル状・錠剤状・顆
2005.04.06 意見書
粒状・粉状・タブレット状・寒天状または液状の加工食品
2005.06.03 手続補正指示書(審査官)
2005.07.13 手続補正書
2005.07.13 物件提出書
2005.07.14 上申書
2005.08.15 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

30

【30】パイ菓子，タルト，パイ生地を使用した菓子及びパン，タルト生地を使用した菓子及び
パン，キッシュ，パイ生地を使用したサンドイッチ，パイ生地を使用したすし，パイ生地を使
用したピザ，パイ生地を使用したべんとう，牛肉入りミートパイ，豚肉入りミートパイ，鶏肉入
りミートパイ，羊肉入りミートパイ，パイ生地を使用したラビオリ，パイ生地を使用したぎょう
ざ，パイ生地を使用したたこ焼き，パイ生地を使用した肉まんじゅう，パイ生地を使用したハ
ンバーガー，パイ生地を使用したホットドッグ，パイ生地，冷凍パイ生地，パイ生地を使用し
た穀物の加工品，パイ生地を使用した即席菓子のもと

通常 2003-113152

通常 2003-113155

通常 2004-075843

通常 2004-108430

※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］
2004.11.11 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(その他(第4条1項11号を
除く))
2006.02.20 意見書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.07.11 手続補正書
2006.08.28 認定･付加情報
2006.09.01 認定情報通知書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.21 手続補正書
2006.12.21 意見書
2007.04.20 拒絶査定
2008.04.11 登録料納付
［登録］
2008.04.02 登録査定書
2008.04.11 設定納付書
2008.05.20 登録証
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No.

商標（見本）

5

6

7

8

商標

ＫＶ－１

ピュアホワイトボトル

とどろき銘水米

朝のフルーツジュース

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】リン脂質を含む植物抽出液・カルシュウム・サイリウムを主原料とする粉末状の加工
食品

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.21 願書
2005.05.27 手続補正指令書(出願)
2005.06.21 手続補正書(方式)
2005.07.19 認定･付加情報
2005.11.18 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))
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.01.06 手続補足書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.08.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.06 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.25 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.02.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.08 認定･付加情報
2007.04.06 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】米

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.29 意見書
2006.03.29 意見書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

32

【32】果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.04 願書
2005.07.04 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.13 意見書
2006.03.13 手続補足書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.04.20 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
2007.05.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.29 手続補正書(方式)
2007.06.29 手続補足書
2008.03.06 登録料納付
［登録］
2008.02.13 登録査定書
2008.03.06 設定納付書
2008.03.25 登録証

通常:
2005-035692
標準

通常:
2005-041673
標準

通常:
2005-057064
標準

通常:
2005-060899
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.

商標（見本）

9

10

11

12

商標

熟＼キムチ

塾＼キムチ∞二度＼漬け

マイルドテイスティー

Ｌｅ Ｇｅｎｍａｉ＼ル・ゲンマイ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】キムチの漬物

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.14 意見書
2006.08.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.06 拒絶査定

29

【29】キムチの漬物

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 意見書
2007.04.06 拒絶査定

31

【31】飼料

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2005.08.08 認定･付加情報
2006.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 上申書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.05.23 手続補正書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.23 意見書
2006.05.26 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定

30,43

【30】玄米からなる穀物の加工品，玄米菓子，玄米パン，玄米茶，玄米ケーキ，玄米焼き菓 【中間記録情報】
子，菓子用玄米粉，菓子用玄米水飴
［審査］
【43】喫茶店における飲食物の提供，レストランにおける飲食物の提供，軽食堂における飲 2005.08.01 願書
2005.09.30 通知書(その他の通知)(期間無)
食物の提供，カフェテリアにおける飲食物の提供
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.04 既納手数料（登録料）返還請求書
2005.10.14 認定･付加情報
2005.12.02 通知書(既納手数料返還)
2005.12.02 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.24 手続補正書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.24 手続補足書
2006.03.24 代理人受任届
2006.03.24 意見書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

通常 2005-061669

通常 2005-061670

通常:
2005-073686
標準

通常 2005-075595

※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.

13

14

15

16

商標（見本）

商標

玄米菓房＼ゲンマイカボウ

立体商標

秩父畑

ゴールドセレクト

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】玄米からなる穀物の加工品，玄米菓子，玄米パン，玄米茶，玄米ケーキ，玄米焼き菓 【中間記録情報】
子，菓子用玄米粉，菓子用玄米水飴
［審査］
【43】喫茶店における飲食物の提供，レストランにおける飲食物の提供，軽食堂における飲 2005.08.01 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
食物の提供，カフェテリアにおける飲食物の提供
2005.10.14 認定･付加情報
2005.12.02 通知書(既納手数料返還)
2005.12.02 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.03.24 手続補正書
2006.03.24 手続補足書
2006.03.24 代理人受任届
2006.03.27 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】あん入り焼き菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.11 意見書
2007.04.06 拒絶査定

29,32

【29】加工野菜
【32】果実飲料，飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.09.01 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.27 手続補正書
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 意見書
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】米

【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1項各号)
2006.12.11 手続補正書
2006.12.11 意見書
2006.12.12 認定･付加情報
2006.12.12 認定･付加情報
2006.12.13 手続補足書
2007.01.16 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定

通常 2005-075596

通常:
2005-080053
立体

通常:
2005-080990
標準

通常:
2005-084432
標準

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

中間記録

30,43
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No.

17

18

19

20

商標（見本）

商標

プレミアムセレクト

コウノトリ舞い降りる水田

京風車

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】米

30

【30】米

31

【31】生花の花輪，ホップ，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，種子類，木，草，芝，苗，花，ドライフラ
ワー，苗木，牧草，盆栽，やしの葉

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2005.12.26 手続補正書
2006.02.07 認定･付加情報
2006.02.07 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.27 意見書
2006.11.08 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

30

【30】ミント風味の菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.20 手続補正書
2006.06.20 意見書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.27 意見書
2006.11.10 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
2008.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-084434
標準

通常:
2005-093314
標準

通常:
2005-100084
標準

ＲＥＬＡＸ ＭＩＮＴ＼リラックスミン
通常 2005-101656
ト

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

中間記録

30
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 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+第4条1項11
号)
2006.12.11 手続補正書
2006.12.11 意見書
2006.12.12 認定･付加情報
2006.12.12 認定･付加情報
2006.12.13 手続補足書
2007.01.16 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定
2007.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2005.11.24 手続補正書
2006.01.04 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 意見書
2007.01.12 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
2008.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

21

22

23

24

商標（見本）

商標

スポドリ

いつでもデザート

立体商標

キリッと爽快

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】アイソトニックドリンク，その他の清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.10.31 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.26 代理人受任届
2006.07.26 上申書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.07.26 手続補足書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.07.27 認定･付加情報
2006.08.21 意見書
2007.04.27 拒絶査定

29

【29】加工果実，冷凍果実

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.19 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.08.28 意見書
2006.08.28 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.15 意見書
2007.02.15 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2005.12.09 願書
2006.04.25 刊行物等提出書
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2006.05.29 認定･付加情報
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.06.16 刊行物等提出による通知書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
用グルテン
2006.06.20 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

通常:
2005-101888
標準

通常:
2005-118808
標準

通常:
2005-120831
立体

通常:
2005-120839
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］
2005.12.09 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)
2006.08.03 手続補正書
2006.08.03 意見書
2006.09.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.08 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

2009/1/15
9／56

３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

25

26

27

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】ラ・フランスを使用したゼリー菓子

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.02.17 手続補正指令書(出願)
2006.04.21 手続補正書
2006.05.26 通知書(却下処分前通知)
2006.06.01 認定･付加情報
2006.10.20 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))
2006.10.31 手続補正書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.05 願書
2006.01.05 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

29

【29】食用油脂，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，豆，食用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.07.20 刊行物等提出書
2006.08.25 認定･付加情報
2006.08.28 刊行物等提出による通知書
2006.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.01 手続補正書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.01 手続補足書
2006.11.01 意見書
2006.11.30 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
2008.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.04.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

§Ｆｒｅｓｈ Ｆｒｕｉｔ Ｄｅｓｓｅｒｔ＼
たっぷり果肉を包む 柔らかゼ
リー。∞山形産ラ・フランス＼１ 通常 2005-123758
個分∞ラ・フランス＼Ｌａ Ｆｒａｎｃ
ｅ Ｊｅｌｌｙ

うるおうシャーベット

とろり

通常:
2006-000229
標準

通常:
2006-003118
標準

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

中間記録

30

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

2009/1/15
10／56

３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,29,30,41

28

ロハスピープル

通常:
2006-003255
標準

05,24,29,30

29

医学コスメ

通常:
2006-005622
標準

31
30

うまトマ＼美味トマ

通常 2006-005747

29,30

31

韓流食堂

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.05 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

【29】カレー・シチュー又はスープのもと
【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.12.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.15 意見書
2007.01.15 手続補足書
2007.02.09 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定

通常:
2006-007148
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

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香
料，精油からなる食品香料，薫料
【29】ビタミン・ミネラル・ハーブを主原料に配合するカプセル状・液状・粉末状・顆粒状又は
錠剤状の加工食品
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，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，穀物の加工品，サンドイッチ，菓子及びパン，即席菓子のもと，ア
イスクリームのもと，シャーベットのもと，氷
【41】農業の教授，農業及び農村文化の知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の
教授，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，セミナーの企画・
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，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の
興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，
音楽の演奏，放送番組の制作，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。），放送番組等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，ゴルフの興行の企画・運営又
は開催，相撲の興行の企画・運営又は開催，ボクシングの興行の企画・運営又は開催，野
球の興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行の企画・運営又は開催，農業体験行事
（田植・稲刈り・野菜の植付け・収穫等）の企画・運営又は開催，カカシのコンクールの企
画・運営又は開催，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企
画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジ
オの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のた
めの施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽
器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸
与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルム
【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，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，食餌療法用食品
【24】フェルト及び不織布，布製身の回り品
【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，クロレラエキスの粉末を主成分とする粒状成型加工食品，ビタミ
ンを主成分とする粉状・顆粒・錠剤・カプセル・液状に成型した加工食品
【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，果糖・麦芽糖・乳糖・オリゴ糖などの糖類・粉末還元麦芽糖水飴などの糖アル
コール類を主体とする粉末・顆粒・錠剤・及び液状の加工食品，穀物・果実・野菜などの植
物を麹菌・酵母菌などの微生物で発酵させペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品，大
豆たんぱく・カゼイン・脱脂粉乳・ショ糖を主成分としビタミンを添加した液状・粉末状・顆粒
【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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.01.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.03 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.19 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))
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.10 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

32

33

商標（見本）

商標

旨味魚

ｉＳｗｅｅｔｓ＼アイスイーツ

種別 出願番号

区分

35

36

Ｈｏｌｉｓｔｉｃ Ｂｌｅｎｄ

30,35,42

【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
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条柱書+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
2006.10.13 手続補正指示書(審査官)
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
2006.10.31 再送
【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， 2007.04.20 拒絶査定
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく 2008.08.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
は証明，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器の操作，建築物における
来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの
貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【42】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，機械器具に関する試験又は研究，工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他
【31】飼料，飼料用たんぱく
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.02.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.13 拒絶査定

通常 2006-007863

通常 2006-008390

通常 2006-008435

31

【31】飼料，飼料用たんぱく

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.02.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.13 拒絶査定

29,31

【29】加工水産物
【31】海藻類

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.02.09 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

特許庁データに記載されていま
通常 2006-008436
せん

海のお野菜

通常:
2006-010719
標準

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

中間記録

【29】食用魚介類（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
2006.01.20 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

31
34

指定商品・役務

29
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

37

38

39

40

41

42

商標（見本）

商標

海の生野菜

チョコもろこし

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】加工水産物
【31】海藻類

29,30

【29】チョコレート・もろこしを主原料とする粒状・顆粒状・液状・ゼリー状・錠剤状・粉末状・カ 【中間記録情報】
プセル状・ペースト状の加工食品
［審査］
2006.02.09 願書
【30】チョコレート飲料，菓子及びパン，アイスクリームのもと，穀物の加工品，即席菓子の
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
もと
条1項11号を除く))
2007.04.17 拒絶査定

29,32

【29】大麦若葉の青汁を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状の加工食品
【32】粉末状の飲料用青汁のもと

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.03.24 手続補正指令書(出願)
2006.03.27 手続補正書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】チョコレート

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.09.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 意見書
2006.12.04 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

30

【30】香辛料

30

【30】バッター粉

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.04 手続補正書
2006.10.04 意見書
2006.10.04 認定･付加情報
2006.10.05 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
2008.06.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 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)
2006.10.19 手続補正書
2006.10.19 意見書
2007.04.03 拒絶査定

通常:
2006-010720
標準

通常:
2006-010748
標準

寒ざらし大麦若葉＼かんざらし
通常 2006-010995
おおむぎわかば

ＮＩＧＨＴ ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ

百味

ネオクイックバッター

通常:
2006-011924
標準

通常:
2006-011936
標準

通常:
2006-013536
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

29,31
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.09 願書
2006.02.09 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

2009/1/15
13／56

３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

43

44

45

46

商標（見本）

商標

新潟バーガー

サプリジャーキー

ハブパワー

かまとろ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】ハンバーガー，べんとう，ホットドッグ，サンドイッチ，菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.04.24 手続補正書(方式)
2006.06.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.23 通知書(却下処分前通知)
2006.07.13 手続補正書(方式)
2006.09.08 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.08 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.26 認定･付加情報
2006.09.26 認定･付加情報
2006.12.15 手続却下の処分(補正指令)
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

31

【31】ペットフード，その他の飼料

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.11.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.12 意見書
2007.04.26 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.17 拒絶査定

29

【29】食肉，肉製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.03.08 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

通常 2006-016113

通常:
2006-017544
標準

通常 2006-020201

通常:
2006-020429
標準

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

中間記録

30
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

47

48

商標（見本）

商標

からあげクン

カリブ海ブレンド

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

29

【29】からあげの衣をつけた肉

29,30

【29】乳製品
【30】コーヒー

通常:
2006-020653
標準

通常:
2006-020659
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。

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.05 出願人名義変更届
2006.12.05 手続補足書
2006.12.08 手続補正書
2006.12.08 意見書
2006.12.08 手続補足書
2007.01.11 認定･付加情報
2007.01.11 認定･付加情報
2007.01.16 出願人名義変更届
2007.01.16 手続補足書
2007.01.23 通知書(再提出通知)
2007.02.13 認定･付加情報
2007.04.24 拒絶査定
2007.05.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.26 手続補正書(方式)
2007.07.26 手続補正書
2007.07.27 手続補足書
2007.12.11 上申書
2007.12.11 手続補足書
2008.03.13 登録料納付
2008.03.13 出願人名義変更届
2008.03.13 手続補足書
2008.03.13 代理人選任届
2008.05.09 認定･付加情報
2008.05.09 認定･付加情報
2008.05.14 認定･付加情報
［登録］
2008.02.19 登録査定書
2008.03.13 設定納付書
2008.06.24 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.04.28 手続補正指令書(出願)
2006.05.10 手続補正書(方式)
2006.06.06 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)
2006.12.05 意見書
2006.12.05 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

49

50

商標（見本）

商標

帽子パン

ひ だ ちょう＼飛騨鳥＼飛ダ
チョウ

種別 出願番号

区分

§越前＼府中

29

【29】食用アルブミン，食用アルギン酸塩，アンチョビー，食用獣類の髄，ベーコン，ブラック
プディング，ブラッドソーセージ，骨油，スープのもととしてのブイヨン，スープのもととしての
濃縮ブイヨン，スープのもととしてのブイヨン，スープのもととしてのブロス，スープのもととし
ての濃縮ブロス，バター，バタークリーム，食用ガゼイン，肉製品，チーズ，調理用ポテト
チップ，クリーム（酪農製品），ホイップクリーム，コロッケ，食用鳥の巣，食用脂，食用油，
卵，粉末卵，スライス済みパン用のファットスプレッド，食用油脂製造用の脂肪質性物質，
食用鳥獣肉，食用ゼラチン，ハム，食用アイシングラス，ケフィール，クミス，食用ラード，レ
バー，レバーパテ，食肉，肉エキス，肉ゼリー，保存処理をした肉製品，肉の缶詰，塩漬
肉，乳飲料，乳製品，パーム油，食用パーム油，レバーペースト，食用ペクチン，ピカリ
リー，ピクルス，家禽肉，粉末肉，食用たんぱく，レンネット，ソーセージ，ころも付きソー
セージ，スープのもと，野菜スープのもと，スープ，食用性油脂，豆腐，乳しょう，卵白，ヨー
【30】コーヒー豆，茶，米，すし，菓子及びパン，調味料，食用粉類，穀物の加工品
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.04.21 手続補正指令書(出願)
2006.05.11 手続補正書(方式)
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.11.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定

通常:
2006-022375
標準

通常 2006-022448

通常 2006-025531

33
52

立体商標

【33】テキーラ，洋酒，果実酒

通常:
2006-026230
立体

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

中間記録

【30】帽子の形をしたパン

30

51

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第4条各号+第4条1項11
号)
2006.10.18 手続補正書
2006.10.18 意見書
2006.10.27 刊行物等提出書
2006.11.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.22 認定･付加情報
2006.11.27 認定･付加情報
2006.11.28 認定･付加情報
2006.12.01 刊行物等提出による通知書
2006.12.14 刊行物等提出書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.17 刊行物等提出書
2007.01.18 認定･付加情報
2007.01.26 刊行物等提出による通知書
2007.02.09 意見書
2007.02.19 認定･付加情報
2007.02.23 刊行物等提出による通知書
2007.03.15 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.03.16 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
2007.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.12 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.12.22 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))
2007.04.06 拒絶査定

【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)
2007.04.06 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

53

54

55

56

57

商標（見本）

商標

湖東江州米

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【30】米，米の加工品，玄米，玄米加工品，米粉，米粉加工品，米ぬか，米ぬか加工品，米 【中間記録情報】
を主原材料としてなるもち，米を主原料とするみそ，米を使用してなる菓子及びパン，米を ［審査］
2006.03.28 願書
主原料とする酢，玄米酢
2006.03.29 手続補足書
2006.05.02 認定･付加情報
2006.05.19 刊行物等提出書
2006.07.07 刊行物等提出による通知書
2006.12.15 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))
2007.04.13 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【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
2007.04.03 拒絶査定

30

【30】お茶飲料，どくだみ茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
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+第4条1
項16号)
2006.11.27 意見書
2007.01.19 手続補正指令書(中間書類)
2007.01.25 手続補正書(方式)
2007.03.23 手続補正指令書(中間書類)
2007.04.04 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

32

【32】サイダー

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.04.07 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.28 意見書
2007.03.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.03.02 認定･付加情報
2007.03.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.14 手続補正書
2006.12.14 意見書
2006.12.14 手続補足書
2007.02.16 手続補正指令書(中間書類)
2007.03.01 手続補正書(方式)
2007.03.29 認定･付加情報
2007.03.29 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

通常 2006-027501

ななやまの＼天然水＼ＮＡＴＵＲ
ＡＬ ＭＩＮＥＲＡＬ ＷＡＴＥＲ∞＼ 通常 2006-027834
ｏｆ ｎａｎａｙａｍａ ｖｉｌｌａｇｅ∞七山

美肌どくだみ健康エキス

ＫＩＮＫＡＳＡＮ ＣＩＤＥＲ＼金華
山サイダー

チーマヨ

通常:
2006-027880
標準

通常 2006-031824

通常:
2006-031855
標準

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

中間記録

30
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
20,30

58

カプセルスイーツ

通常 2006-031869

30
59

沖縄の厳選素材を＼贅沢に
使った、究極の逸品。∞まんま 通常 2006-032499
る＼ちんすこう＼焼けました。
31

60

クロロフィルボーン

通常:
2006-032750
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【20】連結可能なプラスチック製カプセル状包装用容器，海泡石，こはく，荷役用パレット（金 【中間記録情報】
属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用いす，理髪店用いす，プラスチック製バルブ ［審査］
（機械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金属製又は石製のものを除く。），輸送用コン 2006.04.07 願書
テナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさ 2006.06.14 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
び・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及
2006.07.21 刊行物等提出による通知書
びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は
金属製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，麦わらさなだ，木製・竹製又 2006.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆（金属製のものを除く。），ししゅう用枠，ネー
ムプレート及び標札（金属製のものを除く。），旗ざお，うちわ，せんす，植物の茎支持具， 項16号)
愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵 2006.12.18 意見書
2007.03.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
便受け（金属製又は石製のものを除く。），帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物か
ご，家庭用水槽（金属製又は石製のものを除く。），ハンガーボード，工具箱（金属製のもの 2007.04.06 拒絶査定
を除く。），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く。），家具，屋内用ブラインド，すだ
れ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，アドバルーン，木製又はプラス
チック製の立て看板，食品見本模型，人工池，葬祭用具，揺りかご，幼児用歩行器，マネ
キン人形，洋服飾り型類，スリーピングバッグ，額縁，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，
木製彫刻，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮，あし，い，おにがや，すげ，すさ，麦
わら，わら，きば，鯨のひげ，甲殻，人工角，ぞうげ，角，歯，べっこう，骨，さんご
【30】菓子及びパン，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安
定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，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
【30】ちんすこう
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定

【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
【中間記録情報】
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米， ［審査］
もろこし，飼料用たんぱく，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
2006.11.13 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)
2006.12.22 意見書
2006.12.22 手続補足書
2006.12.22 認定･付加情報
2007.01.26 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

61

62

63

商標（見本）

商標

息さわやかボーン

一柳こんにゃくハンバーグ

キッズサプリ

種別 出願番号

区分

もとしょく＼素食

29

【29】ハンバーグ状に加工したこんにゃく

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.12.19 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))
2007.01.29 意見書
2007.04.03 拒絶査定

05,29,30,31,32

【05】薬剤，栄養補給用錠剤，乳児用粉乳，乳児用食品，乳糖，食餌療法用食品，食餌療
法用飲料，オブラート，ビタミン剤，アミノ酸剤，カルシウム剤，食品強化剤，その他の滋養
強壮変質剤，その他の薬剤
【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，野菜・果実及び果汁を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・
ソフトカプセル状・錠剤状・チュアブル状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・あめ状・
シロップ状・ペースト状・クリーム状・固形状・液状・板状・棒状・スティック状・ブロック状・ウ
エハース状・クッキー及びビスケット状の加工食品，ハーブ類を主原料とする粉末状・顆粒
状・カプセル状・ソフトカプセル状・錠剤状・チュアブル状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼ
リー状・あめ状・シロップ状・ペースト状・クリーム状・固形状・液状・板状・棒状・スティック
状・ブロック状・ウエハース状・クッキー及びビスケット状の加工食品，たんぱく質・脂質・炭
水化物を主成分とする粉末状・顆粒状・カプセル状・ソフトカプセル状・錠剤状・チュアブル
状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・あめ状・シロップ状・ペースト状・クリーム状・固
形状・液状・板状・棒状・スティック状・ブロック状・ウエハース状・クッキー及びビスケット状
の加工食品，食物繊維を主成分とする粉末状・顆粒状・カプセル状・ソフトカプセル状・錠剤
状・チュアブル状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・あめ状・シロップ状・ペースト状・
クリーム状・固形状・液状・板状・棒状・スティック状・ブロック状・ウエハース状・クッキー及
びビスケット状の加工食品，各種ビタミン類を主成分とする粉末状・顆粒状・カプセル状・ソ
フトカプセル状・錠剤状・チュアブル状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・あめ状・シ
【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.04.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.21 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)
2006.12.27 意見書
2007.04.06 拒絶査定

通常:
2006-032751
標準

通常:
2006-034504
標準

通常:
2006-034540
標準

通常 2006-035022

※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，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)
2007.01.09 上申書
2007.01.10 認定･付加情報
2007.01.31 意見書
2007.01.31 手続補足書
2007.01.31 認定･付加情報
2007.02.28 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
2007.07.04 手続補正書
2007.07.04 手続補足書
2008.03.18 登録料納付
［登録］
2008.03.17 登録査定書
2008.03.18 設定納付書
2008.04.08 登録証

30
64

指定商品・役務

31
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.17 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定
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No.

65

66

67

68

69

商標（見本）

商標

青楓

Ｑｕｉｃｋ Ｒｅｃｏｖｅｒｙ

Ｐａｌｅｒｍｏ＼パレルモ

Ｐａｌｅｒｍｏ＼パレルモ

ドクターフィッシュ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】菓子，パン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.10 刊行物等提出書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.08.18 刊行物等提出による通知書
2006.08.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

31

【31】馬用飼料

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.04.18 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.17 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
2006.04.18 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・ 2006.04.19 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 2006.11.24 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 2006.12.28 意見書
2006.12.28 手続補足書
状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品
2007.02.01 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ ［審査］
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ 2006.04.18 願書
2006.04.19 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
2006.11.24 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
2006.12.28 意見書
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.12.28 手続補足書
用グルテン
2007.02.01 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
2007.06.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

31

【31】魚類（食用のものを除く。）

通常:
2006-035621
標準

通常:
2006-035693
標準

通常 2006-035728

通常 2006-035730

通常 2006-036457

※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］
2006.04.20 願書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.11.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.02.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.27 刊行物等提出書
2007.03.14 意見書
2007.03.14 認定･付加情報
2007.03.27 認定･付加情報
2007.03.30 刊行物等提出による通知書
2007.03.30 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.04.17 拒絶査定
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No.

70

71

72

商標（見本）

商標

金缶

海苔豚＼のりとん

芳醇ゴーダ＼１００％

種別 出願番号

区分

紅花

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.04.24 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

29

【29】豚肉

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.22 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)
2007.01.22 手続補正書
2007.01.22 意見書
2007.01.22 認定･付加情報
2007.01.22 認定･付加情報
2007.02.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.27 意見書
2007.03.27 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

29

【29】ゴーダチーズの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
スト状の加工食品，ゴーダチーズ風味のファットスプレッド，食用油をベースとしたゴーダ
チーズ入りのスプレッド，ゴーダチーズ風味のマーガリン，植物性脂肪からなるゴーダチー
ズ風味のクリーム，ゴーダチーズ風味のその他の食用油脂，ゴーダチーズ，ゴーダチーズ
風味の乳飲料，ゴーダチーズスプレッド，ゴーダチーズ風味のコンパウンドクリーム（乳脂
肪及び植物脂肪からなるゴーダチーズ風味のクリーム），ゴーダチーズ風味のその他の乳
製品，ゴーダチーズ入りのコロッケ，ゴーダチーズ入りのハンバーグ，ゴーダチーズ入りの
つくね，ゴーダチーズ入りのトンカツ，ゴーダチーズ入りのハムカツ，ゴーダチーズ入りの
サーモンカツ，ゴーダチーズ入りのビーフカツ，ゴーダチーズ入りのチキンカツ，ゴーダチー
ズ入りのメンチカツ，ゴーダチーズ入りの肉だんご，ゴーダチーズと鶏肉を交互に重ねて焼
いた照焼きチキン，ベーコンで巻いたゴーダチーズ入りのウィンナーソーセージ，鶏肉と
ゴーダチーズを交互に串刺しにした焼き鳥，ゴーダチーズを使用したその他の肉製品，
ゴーダチーズを使用したその他の加工水産物，ゴーダチーズ入りマッシュポテト，ゴーダ
チーズ入りのハムサラダ，ゴーダチーズ入りのポテトサラダ，ゴーダチーズ入りのマカロニ
サラダ，ゴーダチーズ入りの野菜サラダ，ゴーダチーズを使用したその他のサラダ，ゴーダ
チーズを使用したその他の加工野菜及び加工果実，ゴーダチーズを挟んだ油揚げ，ゴー
ダチーズ風味の豆乳，ゴーダチーズ風味のゆば，ゴーダチーズ入りの豆腐，ゴーダチーズ
と豆腐を使用してなるコロッケ，ゴーダチーズとおからを使用してなるコロッケ，ゴーダチー
ズを混ぜ込んだおから，ゴーダチーズを混ぜ込んだ納豆，卵を主材としゴーダチーズを加
えてなる天ぷら・フライ，ゴーダチーズ入りの卵焼き，ゴーダチーズ入りの厚焼き玉子，ゴー
ダチーズ入りのスクランブルエッグ，ゴーダチーズを使用したその他の加工卵，ゴーダチー
ズ・野菜又は野菜の...
【30】菓子，パン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.12.15 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))
2007.01.09 手続補正書
2007.01.09 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.28 意見書
2007.03.28 認定･付加情報
2007.03.30 手続補足書
2007.04.20 拒絶査定
2007.04.26 認定･付加情報
2007.05.22 手続補足書
2007.09.11 登録料納付
2007.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.09.11 設定納付書
2007.10.02 登録証

通常:
2006-037362
標準

通常 2006-037385

通常 2006-037498

通常:
2006-038161
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】カレー・シチュー又はスープのもと，ハヤシライスのもと

30

73

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.06.22 刊行物等提出書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.11 刊行物等提出による通知書
2006.08.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.06 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,31,32,33

74

台灣物産館

通常 2006-038660

29,30,31,32,33

75

台灣＼ＴＡＩＷＡＮ＼Ｔｏｕｃｈ Ｙｏ
通常 2006-038661
ｕｒ Ｈｅａｒｔ＼物産館

29

76

青汁習慣

指定商品・役務
【29】台灣産の食用油脂，台灣産の乳製品，台灣産の食肉，台灣産の卵，台灣産の食用魚
介類（生きているものを除く。），台灣産の冷凍野菜，台灣産の冷凍果実，台灣産の肉製
品，台灣産の加工水産物，台灣産の加工野菜及び台灣産の加工果実，台灣産の油揚げ，
台灣産の凍り豆腐，台灣産のこんにゃく，台灣産の豆乳，台灣産の豆腐，台灣産の納豆，
台灣産の加工卵，台灣産のカレー・シチュー又は台灣産のスープのもと，台灣産のお茶漬
けのり，台灣産のふりかけ，台灣産のなめ物，台灣産の豆，台灣産の食用たんぱく
【30】台灣産のアイスクリーム用凝固剤，台灣産の家庭用食肉軟化剤，台灣産のホイップク
リーム用安定剤，台灣産の食品香料（精油のものを除く。），台灣産の茶，台灣産のコー
ヒー及び台灣産のココア，台灣産の氷，台灣産の菓子及び台灣産のパン，台灣産の調味
料，台灣産の香辛料，台灣産のアイスクリームのもと，台灣産のシャーベットのもと，台灣
産のコーヒー豆，台灣産の穀物の加工品，台灣産のアーモンドペースト，台灣産のぎょう
ざ，台灣産のサンドイッチ，台灣産のしゅうまい，台灣産のすし，台灣産のたこ焼き，台灣産
の肉まんじゅう，台灣産のハンバーガー，台灣産のピザ，台灣産のべんとう，台灣産のホッ
トドッグ，台灣産のミートパイ，台灣産のラビオリ，台灣産のイーストパウダー，台灣産のこ
うじ，台灣産の酵母，台灣産のベーキングパウダー，台灣産の即席菓子のもと，台灣産の
酒かす，台灣産の米，台灣産の脱穀済みのえん麦，台灣産の脱穀済みの大麦，台灣産の
食用粉類，台灣産の食用グルテン
【31】台灣産の生花の花輪，台灣産の釣り用餌，台灣産のホップ，台灣産の食用魚介類
（生きているものに限る。），台灣産の海藻類，台灣産の野菜，台灣産の糖料作物，台灣産
の果実，台灣産のコプラ，台灣産の麦芽，台灣産のあわ，台灣産のきび，台灣産のごま，
台灣産のそば，台灣産のとうもろこし，台灣産のひえ，台灣産の麦，台灣産の籾米，台灣
産のもろこし，台灣産の飼料用たんぱく，台灣産の飼料，台灣産の種子類，台灣産の木，
【29】台灣産の食用油脂，台灣産の乳製品，台灣産の食肉，台灣産の卵，台灣産の食用魚
介類（生きているものを除く。），台灣産の冷凍野菜，台灣産の冷凍果実，台灣産の肉製
品，台灣産の加工水産物，台灣産の加工野菜及び台灣産の加工果実，台灣産の油揚げ，
台灣産の凍り豆腐，台灣産のこんにゃく，台灣産の豆乳，台灣産の豆腐，台灣産の納豆，
台灣産の加工卵，台灣産のカレー・シチュー又は台灣産のスープのもと，台灣産のお茶漬
けのり，台灣産のふりかけ，台灣産のなめ物，台灣産の豆，台灣産の食用たんぱく
【30】台灣産のアイスクリーム用凝固剤，台灣産の家庭用食肉軟化剤，台灣産のホイップク
リーム用安定剤，台灣産の食品香料（精油のものを除く。），台灣産の茶，台灣産のコー
ヒー及び台灣産のココア，台灣産の氷，台灣産の菓子及び台灣産のパン，台灣産の調味
料，台灣産の香辛料，台灣産のアイスクリームのもと，台灣産のシャーベットのもと，台灣
産のコーヒー豆，台灣産の穀物の加工品，台灣産のアーモンドペースト，台灣産のぎょう
ざ，台灣産のサンドイッチ，台灣産のしゅうまい，台灣産のすし，台灣産のたこ焼き，台灣産
の肉まんじゅう，台灣産のハンバーガー，台灣産のピザ，台灣産のべんとう，台灣産のホッ
トドッグ，台灣産のミートパイ，台灣産のラビオリ，台灣産のイーストパウダー，台灣産のこ
うじ，台灣産の酵母，台灣産のベーキングパウダー，台灣産の即席菓子のもと，台灣産の
酒かす，台灣産の米，台灣産の脱穀済みのえん麦，台灣産の脱穀済みの大麦，台灣産の
食用粉類，台灣産の食用グルテン
【31】台灣産の生花の花輪，台灣産の釣り用餌，台灣産のホップ，台灣産の食用魚介類
（生きているものに限る。），台灣産の海藻類，台灣産の野菜，台灣産の糖料作物，台灣産
の果実，台灣産のコプラ，台灣産の麦芽，台灣産のあわ，台灣産のきび，台灣産のごま，
台灣産のそば，台灣産のとうもろこし，台灣産のひえ，台灣産の麦，台灣産の籾米，台灣
産のもろこし，台灣産の飼料用たんぱく，台灣産の飼料，台灣産の種子類，台灣産の木，
【29】甘藷を主原料とする調理用青汁，甘藷を主原料とする調理用青汁のもと，ケールを主
原料とする調理用青汁，ケール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，大麦若葉を主原料とする調理用青汁のもと，調理用青汁，調理用青汁のも
と

通常:
2006-038893
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］
2006.04.26 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.17 手続補正書
2007.01.17 手続補足書
2007.01.17 意見書
2007.02.15 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.17 手続補正書
2007.01.17 意見書
2007.01.17 手続補足書
2007.02.15 認定･付加情報
2007.04.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.06 拒絶査定
2007.06.12 手続補正書(方式)
2008.03.24 登録料納付
2008.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.05.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.03.03 登録査定書
2008.03.24 設定納付書
2008.04.15 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.16 手続補正書(方式)
2006.06.16 認定･付加情報
2006.12.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.21 意見書
2007.02.21 手続補足書
2007.03.23 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

77

78

79

80

81

82

商標（見本）

商標

おからこんにゃく

ＲＯＳＥ ＮＯＵＶＥＡＵ

ＫＵＭＡＲＡ＼クマラ

や（マル）∞銚子だいこん

や（マル）∞銚子きゃべつ

まつぼっくりの香り

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】こんにゃく

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.08.28 刊行物等提出書
2006.09.26 認定･付加情報
2006.09.29 刊行物等提出による通知書
2006.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.09 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.14 意見書
2007.02.14 手続補足書
2007.02.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.15 認定･付加情報
2007.03.15 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

33

【33】果実酒

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

30,33

【30】菓子及びパン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉 【中間記録情報】
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 ［審査］
もと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
2006.04.30 願書
2006.05.26 手続補正指令書(出願)
【33】日本酒，中国酒，薬味酒
2006.07.03 手続補正書(方式)
2006.08.02 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

31

【31】だいこん

31

【31】キャベツ

30

【30】まつぼっくりのエキスを含んだ茶・紅茶・コーヒー

通常:
2006-039484
標準

通常:
2006-039605
標準

通常 2006-040196

通常 2006-040246

通常 2006-040247

通常:
2006-040293
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］
2006.05.01 願書
2006.05.02 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.13 意見書
2007.02.13 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.05.02 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.13 意見書
2007.02.13 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

83

84

商標（見本）

商標

ブロックザッハ

やまじ

種別 出願番号

区分

86

87

88

ＣＨＩＭＩＣＨＵＲＲＩ

チミチュリ

ベジパン

シー汁

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.05.01 代理権変更届
2006.05.01 手続補足書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.06.02 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 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
【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，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
【30】肉料理用ソース，魚料理用ソース，サラダ用ソース，バーベキューソース，コーヒー及
びココア，ミント菓子，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，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品，サンドイッチ，すし，ピザ，
べんとう，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，酒か
す

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 意見書
2007.04.24 拒絶査定

通常:
2006-040295
標準

通常:
2006-040807
標準

通常:
2006-040823
標準

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.05.12 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 意見書
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】肉料理用ソース，魚料理用ソース，サラダ用ソース，バーベキューソース，コーヒー及 【中間記録情報】
びココア，ミント菓子，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く。）， ［審査］
米，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品，サンドイッチ，すし，ピザ， 2006.05.02 願書
2006.05.11 認定･付加情報
べんとう，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，
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2007.03.02 意見書
す
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，みそ，ウースターソー ［審査］
ス，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング， 2006.05.02 願書
ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，は 2006.06.09 手続補正指令書(出願)
2006.08.11 手続補正書
ちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，化学調味
料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモ 2006.09.15 通知書(却下処分前通知)
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバー
ガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母， 項16号)
2007.02.13 意見書
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
2007.02.13 手続補足書
麦，食用粉類，食用グルテン，
2007.03.14 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

33

【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒

通常:
2006-040825
標準

通常:
2006-040851
標準

通常 2006-040927

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

中間記録

【30】菓子及びパン

30

85

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.05.02 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

89

90

91

92

93

94

商標（見本）

商標

ギッフェリ

有機マテ茶

Ｃｏｕｒｏｎｎｅ＼クーロンヌ

四季春

温泉ラスク

羊山芝桜

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 2006.04.20 願書
2006.04.20 早期審査に関する事情説明書
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
2006.05.12 職権訂正履歴(職権訂正)
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
2006.06.01 認定･付加情報
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
2006.06.01 認定･付加情報
用グルテン
2006.06.06 早期審査に関する報告書
2006.06.09 早期審査選定結果の通知書
2006.06.09 出願番号特定通知書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

30,32

【30】有機栽培されたマテ茶
【32】有機栽培されたマテ茶を加味した清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.03 願書
2006.05.08 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.19 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.06 願書
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.02 拒絶査定

31

【31】種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，生花の花輪，釣り用餌，ホッ 【中間記録情報】
プ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜（「茶の葉」を除く。），茶の葉，糖 ［審査］
2006.05.08 願書
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，盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生き 2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.06.26 手続補正書(方式)
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
2006.06.27 認定･付加情報
2006.06.27 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

30

【30】ラスク

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.05.10 手続補足書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.06.13 認定･付加情報
2006.07.07 刊行物等提出書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.11 刊行物等提出による通知書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定

30

【30】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，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.26 意見書
2007.02.26 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

通常 2006-041015

通常:
2006-041132
標準

通常 2006-041140

通常:
2006-041161
標準

通常:
2006-041163
標準

通常:
2006-041300
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.

95

96

97

98

99

100

商標（見本）

商標

稲わら玉露

黄金豚

銀座中条 銀座五丁

太陽の恵

黄金豚

美しい街神戸

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】玉露

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.08 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

29,30,32,33,43

【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，こんにゃく，豆腐，豆乳，
【30】茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く。），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，酵母，ベーキング
パウダー，酒かす
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.06.16 手続補正指令書(出願)
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.20 拒絶査定
2007.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.12 再送
2007.07.03 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.07.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.09 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］
2006.05.08 願書
2006.05.09 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.24 拒絶査定

30

【30】穀物を主原料とするカプセル状・錠剤状・顆粒状・粉末状・粒状・ゼリー状・液体状の
加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.26 認定情報通知書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定

29,30,32,33,43

【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，こんにゃく，豆腐，豆乳，
【30】茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く。），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，酵母，ベーキング
パウダー，酒かす
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.20 拒絶査定
2007.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.12 再送
2007.07.03 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.07.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.09 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］
2006.04.21 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.06.28 手続補正書
2006.08.04 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

通常 2006-041347

通常 2006-041518

通常 2006-041594

通常:
2006-041859
標準

通常:
2006-041981
標準

通常 2006-042192

※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.

101

102

103

104

商標（見本）

商標

美しい神戸

京粥＼きょうがゆ

トッローネ

どろーり

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.07 手続補正書
2006.07.14 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】粥，その他の穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.07.03 刊行物等提出書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.04 刊行物等提出による通知書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

29

【29】食用油脂，乳製品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.24 意見書
2007.01.24 手続補足書
2007.02.22 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

通常 2006-042194

通常 2006-042468

通常:
2006-042598
標準

通常:
2006-042618
標準

05,15,26,29,30,31,3 【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ 【中間記録情報】
セル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプ ［審査］
2,33

105

脳年齢

通常:
2006-042985
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。

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，胸当てパッド
【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機
【26】編みレース生地，刺しゅうレース生地，組みひも，テープ，房類，リボン，ボタン類，針
類，メリヤス機械用編針，被服用はとめ，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，腕止め，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，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，造花，漁網製作用杼
【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，アガリスクを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液
状の加工食品，アセロラを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工
食品，アミノ酸を主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，アロ
エを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，イチョウの葉を主
材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，ウコンを主材料とした錠
剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，カカオを主材料とした錠剤状・顆粒
状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，カルシウムを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉
末状・カプセル状・液状の加工食品，ガルシニアを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カ
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2006.05.11 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.15 手続補正書
2007.02.15 代理人受任届
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 意見書
2007.02.16 認定･付加情報
2007.02.16 認定･付加情報
2007.03.15 認定･付加情報
2007.04.16 拒絶査定
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No.

106

107

108

109

110

111

112

商標（見本）

商標

かしわ茶

こだわり素材

だけきみ

熱湯栽培

太古自然米

フレッシュ釜揚しらす

ぷちどうぶつシリーズ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】茶

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
2006.04.24 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.05.22 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく，コラーゲンを主成分とする加工食品
2007.01.05 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))
2007.04.20 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］
2006.05.11 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

31

【31】生花の花輪，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜，糖料作
物，果実，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，うるし
の実，未加工のコルク，やしの葉

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.14 意見書
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】米，強化米，人造米，米飯の缶詰め，もち，米または米粉を使った菓子及びパン，米 【中間記録情報】
の加工品，べんとう，こうじ，酵母，酒かす，米または米粉を使った即席菓子のもと，食用米 ［審査］
粉
2006.05.11 願書
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.14 意見書
2007.04.20 拒絶査定

29

【29】しらすぼし，加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.09.09 刊行物等提出書
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.13 刊行物等提出による通知書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

28,30

【28】おもちゃ，人形
【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2007.01.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.10 拒絶査定

通常 2006-043038

通常 2006-043148

通常 2006-043156

通常 2006-043157

通常 2006-043162

通常:
2006-043219
標準

通常:
2006-043231
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］
2006.04.24 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.09.08 通知書(却下処分前通知)
2006.12.01 手続補正書(方式)
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.12 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

2009/1/15
28／56

３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

113

114

115

116

117

118

119

商標（見本）

商標

おうみ三元豚

おさかなプリン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】豚脂，豚肉，豚肉製品

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
2006.05.12 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
2007.01.09 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)
2007.04.10 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.11.20 伺い書
2006.12.01 伺い回答書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】茶，菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.11.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】茶，菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.11.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.07.04 手続補正書(方式)
2006.08.02 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

通常:
2006-043252
標準

通常 2006-043515

Ｄｅｎｍａｒｋ Ｂｒｏｔ＼デンマーク
通常 2006-043591
ブロート

道後きんつば∞道後温泉∞道
通常 2006-043597
後 温泉

新緑葉寿司茶

新緑芽寿司茶

§超軟水

通常:
2006-043609
標準

通常:
2006-043610
標準

通常 2006-043853

※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］
2006.05.12 願書
2006.05.12 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

120

121

122

商標（見本）

商標

旅コンビニ

抹茶ふくみ

年齢

種別 出願番号

区分

脳力

30

【30】菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

29

【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，イソフラボン・ザクロ
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，ヒアルロン酸・コンドロイチン・
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
【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，イソフラボン・ザクロ
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，ヒアルロン酸・コンドロイチン・
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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.06.02 認定情報通知書
2007.01.12 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))
2007.04.27 拒絶査定
2008.12.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-044168

通常 2006-044238

通常 2006-044248

通常 2006-044250

※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

【18】旅行用品，かばん金具，がま口口金，皮革製包装容器，かばん類，ふくろ物，携帯用 【中間記録情報】
化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，皮革
［審査］
2006.04.28 願書
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，香辛料，コーヒー豆，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ， 2006.06.01 認定･付加情報
2006.11.30 職権訂正履歴(職権訂正)
ベんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，即席菓子のもと
2007.01.05 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))
2007.04.20 拒絶査定

29

123

指定商品・役務

18,30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.27 願書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.26 認定情報通知書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

124

125

126

127

128

129

商標（見本）

商標

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］
2006.05.16 願書
2006.05.16 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

30

【30】即席菓子のもと，食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.16 願書
2006.05.16 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.10 拒絶査定

29

【29】大麦若葉末・ダッタン蕎麦若葉末・熊笹末・クロレラ・スピルリナ・ウコン・コラーゲンペ 【中間記録情報】
プチド・グルコサミン・ビタミン・クエン酸を主原料としてなる粉状・顆粒状・粒状・錠剤状又は ［審査］
カプセル状の加工食品
2006.05.16 願書
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.17 拒絶査定

30

【30】ピザ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.28 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.13 上申書
2006.07.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.12 認定･付加情報
2006.07.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

29

【29】ハーブを主成分とする顆粒状・粉末状・錠剤状または液状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.05.17 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.25 拒絶査定

29

【29】ブルーベリーエキスを主原材料としてなるソフトカプセル状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.05.17 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.24 拒絶査定

プティ・バトー パイ＼Ｐｅｔｉｔ Ｂａ
通常 2006-044432
ｔｅａｕ Ｐｉｅ

もっちりボール

青汁酢

通常:
2006-044528
標準

通常 2006-044655

塩せんピザ＼えんせんぴざ し
通常 2006-044796
おせんぴざ

ハーブのちから＼ハーブの力

４０歳からの

通常 2006-044850

通常 2006-044896

※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）２００７．０４.xls
No.

130

131

132

商標（見本）

商標

箱根金箔

エコ＼ＥＣＯ農産物

夏カレー

種別 出願番号

区分

冬カレー

31

【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 【中間記録情報】
［審査］
芽，ホップ，未加工のコルク，やしの葉，海藻類，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 2006.05.17 願書
2007.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
の花輪，飼料用たんぱく，昆虫類（生きているものに限る。）
項16号)
2007.04.24 拒絶査定

29

【29】カレーを使用してなる肉製品，カレーを使用してなる加工水産物，カレーを使用してな 【中間記録情報】
［審査］
る加工野菜，カレーのもと・カレーの香味を有してなるスープのもと，
2006.05.17 願書
2006.05.17 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.20 拒絶査定
2007.05.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【29】カレーを使用してなる肉製品，カレーを使用してなる加工水産物，カレーを使用してな 【中間記録情報】
［審査］
る加工野菜，
2006.05.17 願書
2006.05.17 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

通常 2006-044913

通常 2006-044926

通常:
2006-045026
標準

通常:
2006-045027
標準
30

134

夏カレー

通常:
2006-045028
標準
30

135

136

137

冬カレー

美味しいのに

Ｎｏｎｉｎｏｎｉ

通常:
2006-045029
標準

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.06.05 代理権変更届
2006.06.07 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

【30】カレー用調味料，カレー粉，カレーを使用してなる穀物の加工品，カレーを使用してな 【中間記録情報】
るぎょうざ，カレーを使用してなるサンドイッチ，カレーを使用してなるしゅうまい，カレーを使 ［審査］
2006.05.17 願書
用してなる肉まんじゅう，カレーを使用してなるハンバーガー，カレーを使用してなるピザ，
2006.05.17 認定･付加情報
カレーを使用してなるべんとう，カレーを使用してなるホットドッグ，カレーを使用してなる
ミートパイ，カレーを使用してなるラビオリ，カレーを使用してなる菓子及びパン，カレーを使 2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
用してなる即席菓子のもと，
2007.04.20 拒絶査定
【30】カレー用調味料，カレー粉，カレーを使用してなる穀物の加工品，カレーを使用してな 【中間記録情報】
るぎょうざ，カレーを使用してなるサンドイッチ，カレーを使用してなるしゅうまい，カレーを使 ［審査］
2006.05.17 願書
用してなる肉まんじゅう，カレーを使用してなるハンバーガー，カレーを使用してなるピザ，
2006.05.17 認定･付加情報
カレーを使用してなるべんとう，カレーを使用してなるホットドッグ，カレーを使用してなる
ミートパイ，カレーを使用してなるラビオリ，カレーを使用してなる菓子及びパン，カレーを使 2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定
用してなる即席菓子のもと，

32

【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.05.17 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.24 拒絶査定

32

【32】清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.05.17 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.24 拒絶査定

通常:
2006-045030
標準

通常:
2006-045031
標準

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

中間記録

【30】菓子及びパン

29
133

指定商品・役務

30
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No.

138

139

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.06.09 手続補正指令書(出願)
2006.07.10 手続補正書(方式)
2006.08.09 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 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，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】食品香料（精油ものを除く。），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
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
【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.05.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定

ＦＩＶＥ－Ａ－ＤＡＹ ＳＭＯＯＴＨＩ
通常 2006-045178
Ｅ＼ファイブアデイ・スムージー

ジェロントロジー＼ＧＥＲＯＮＴＯ
通常 2006-045195
ＬＯＧＹ

141

142

蒜山高原

東京牛乳プリン

桜の極

【31】野菜

通常 2006-045198

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定
2007.04.24 再送

30

【30】アイスクリーム用凝固財，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 2006.05.18 願書
2006.05.23 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
2006.05.23 職権訂正履歴(職権訂正)
う，ホットドリンク，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
2006.07.12 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，類グルテン
2006.07.12 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

29

【29】馬肉，馬肉製品

通常:
2006-045451
標準

通常 2006-045791

※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】粉末果実ジュース，飲料用粉末野菜ジュース

30,31
140

指定商品・役務

32
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.03 願書
2006.05.26 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.27 手続補正書
2007.01.27 意見書
2007.01.27 出願人名義変更届
2007.03.05 認定･付加情報
2007.03.05 認定･付加情報
2007.03.05 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定
2008.06.02 登録料納付
［登録］
2008.03.24 登録査定書
2008.05.30 出願却下処分前通知
2008.06.02 設定納付書
2008.07.01 登録証

2009/1/15
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

143

144

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

29

【29】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・
ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・
粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・
ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ミネラルを主原料とす
る錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセ
ル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，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・ブ
ロック状の加工食品，たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲ
ル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット
状・ペースト状・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミン・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・ブロック状の加工食品，ビタミン・ミネラルを主原
【29】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・
ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・
粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・
ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ミネラルを主原料とす
る錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセ
ル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，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・ブ
ロック状の加工食品，たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲ
ル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット
状・ペースト状・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミン・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・ブロック状の加工食品，ビタミン・ミネラルを主原

通常 2006-046062

29

145

梅しそディップ

通常 2006-046063

※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
2006.05.19 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.05.19 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.04 拒絶査定

さらにやさしく！＼もっとおいし
通常 2006-045883
く！

ハムディップ

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2007.02.09 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))
2007.03.12 手続補正書
2007.03.12 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.14 手続補正書
2007.03.14 認定･付加情報
2007.03.14 認定･付加情報
2007.03.14 意見書
2007.04.13 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（食品）２００７．０４.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

【29】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・
ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・
粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・
ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ミネラルを主原料とす
る錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセ
ル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，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・ブ
ロック状の加工食品，たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲ
ル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット
状・ペースト状・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミン・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・ブロック状の加工食品，ビタミン・ミネラルを主原
【30】穀物の加工品，うどんのめん，そばのめん，中華そばのめん，スパゲッティのめん，そ
うめんのめん，即席うどんのめん，即席そばのめん，即席中華そばのめん

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.19 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.14 手続補正書
2007.03.14 認定･付加情報
2007.03.14 認定･付加情報
2007.03.14 意見書
2007.04.13 拒絶査定

29

【29】魚介類の干物

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.26 意見書
2007.02.26 認定･付加情報
2007.02.26 手続補足書
2007.03.28 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定
2007.06.06 手続補正書
2007.06.06 手続補足書
2007.07.13 手続補正書(方式)
2007.12.28 登録料納付
2008.04.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.11.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.11 登録査定書
2007.12.28 設定納付書
2008.01.22 登録証

29,30

【29】食肉，肉製品，加工水産物，食用油脂，乳製品，卵，食用魚介類（生きているものを除
く。），加工水産物，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，家庭用食肉軟化剤，菓子及びパン，調味
料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀物の加工品，アーモンドペース
ト，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，米，食用粉類，

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

29

146

明太子ディップ

通常 2006-046064

30

147

148

149

八穀めん

ひものくん

しっかり食育

通常:
2006-046325
標準

通常:
2006-046516
標準

通常:
2006-046526
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］
2006.05.20 願書
2006.05.23 手続補足書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.
150

151

152

153

154

商標（見本）

商標
しっかり朝食

魚＼魚魚

ラムチャップ

具付ｄｅうれしい

岩磯のり

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】食肉，肉製品

29

【29】フコイダンを原料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプ 【中間記録情報】
セル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品，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 2006.05.22 願書
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 2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
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
2007.04.24 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.05.23 認定･付加情報
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 意見書
2007.02.23 認定･付加情報
2007.02.23 手続補足書
2007.03.27 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
2007.04.27 手続補正書
2008.06.05 登録料納付
［登録］
2008.05.07 登録査定書
2008.06.05 設定納付書
2008.06.24 登録証

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］
2006.05.23 願書
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.23 意見書
2007.02.23 手続補足書
2007.02.23 代理人受任届
2007.02.27 手続補足書
2007.03.28 認定･付加情報
2007.03.28 認定･付加情報
2007.03.28 認定･付加情報
2007.03.28 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

29

【29】焼き海苔

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

通常:
2006-046529
標準

通常 2006-046816

通常:
2006-046947
標準

通常:
2006-047110
標準

通常 2006-047223

※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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［審査］
2006.05.22 願書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30

155

和麺

通常 2006-047228

29,31

156

157

158

159

沖縄黒豚（純系）

アロエパワー

膨満スリム＼ボウマンスリム

通常:
2006-047617
標準

【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
2006.05.24 願書
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
2006.05.24 認定･付加情報
め物，豆，食用たんぱく，アロエを主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品
項16号)
2007.02.21 意見書
2007.02.21 手続補足書
2007.03.22 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
2008.06.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】植物種子・植物種皮・アミノ酸・ビタミン・ミネラル・たんぱく質・食物繊維を主成分とす 【中間記録情報】
る錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工 ［審査］
2006.05.11 願書
食品
2006.06.01 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

29

【29】植物種子・植物種皮・アミノ酸・ビタミン・ミネラル・たんぱく質・食物繊維を主成分とす 【中間記録情報】
る錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工 ［審査］
2006.05.11 願書
食品
2006.06.01 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

通常 2006-047741

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

中間記録

29

通常:
2006-047662
標準

膨満ドリンク＼ボウマンドリンク 通常 2006-047742

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，コーヒー豆，穀物の加 ［審査］
2006.05.11 願書
工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，すし，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，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，食 2006.12.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.15 職権訂正通知書(職権訂正)
用粉類，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，脱穀済みの大
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
麦，食用グルテン
号)
2007.04.20 拒絶査定
2007.07.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.10.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【29】豚肉
【中間記録情報】
［審査］
【31】繁殖目的の生きている豚
2006.05.24 願書
2006.05.25 手続補正書
2006.07.14 手続補正書
2006.07.14 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.17 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,29,30,32

160

植ステ

通常:
2006-047881
標準

29
161

162

163

164

チョリソーリング

宇都宮城址

沖縄黒豚

カラダメンテナンスはじめよう

通常:
2006-047891
標準

指定商品・役務

24,30

【24】てぬぐい，ふろしき，ハンカチ，タオル
【30】もなか，クッキー，まんじゅう，せんべい，あめ，だんご，アイスクリーム

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.06.01 手続補足書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.06.29 認定･付加情報
2007.01.19 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))
2007.04.20 拒絶査定

29

【29】豚肉

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.07.14 手続補正書
2006.08.14 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.17 拒絶査定

29,32

【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，ビタミン等を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆
粒状・ゼリー状・液状の加工食品，水産物の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセ
ル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，豆の抽出物を主原料にした粉末状・錠剤
状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，納豆の抽出物を主原料にした
粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，植物油の抽出物
を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，牛
乳抽出精製物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状
の加工食品，食物繊維を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー
状・液状の加工食品，ペプチドを主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・
ゼリー状・液状の加工食品，植物を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒
状・ゼリー状・液状の加工食品，αリポ酸を主原料にした粉末状・錠剤状・カプセル状・粒
状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品，調理用青汁，粉末状の調理用青汁のもと
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.17 拒絶査定

通常:
2006-047983
標準

通常:
2006-048147
標準

通常:
2006-048166
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

【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］
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
2006.05.25 願書
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 2006.05.25 認定･付加情報
果実，肉製品，加工水産物，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，その他のサラダ， 2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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，卵ど 号)
うふ，乾燥卵，液卵，冷凍卵，茹で卵，卵焼き，スクランブルエッグ，茶わん蒸し，オムレツ， 2007.04.24 拒絶査定
スコッチエッグ，その他の加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，ミートソース，その他
のパスタソース，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又
はタブレット状の加工食品，植物ステロールを配合したタブレット状・粉末状・粒状・顆粒状・
液状又はカプセル状の加工食品，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，粥，ぞうすい，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】肉製品，加工水産物
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.18 拒絶査定
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No.

165

166

167

168

169

商標（見本）

商標

青じその力

王国伝承＼ちんすこう

§のむトマト酢

§トマトの三杯酢

柴崎

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】青じそを主原料とする粉末状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.23 手続補正書
2007.03.09 手続補正指令書(中間書類)
2007.03.12 上申書
2007.04.13 認定･付加情報
2007.04.13 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】ちんすこう

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.06.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.06 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

32

【32】清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

29,30,31,43

【29】豆，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， 【中間記録情報】
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， ［審査］
2006.05.11 願書
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，食用たんぱく
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定
【30】菓子及びパン，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安
定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，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】そば，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，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
【43】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

通常:
2006-048203
標準

通常 2006-048230

通常 2006-048265

通常 2006-048266

通常 2006-048289

※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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170

171

172

173

174

商標（見本）

商標

食べたい＼ぶんだけ

種別 出願番号

区分

昆布〆かまぼこ

ドクターズメニュー

29

【29】プラセンタを主原料とした液状・粉末状・錠剤状・カプセル状の加工食品，鹿の袋角ま 【中間記録情報】
［審査］
たは鹿胎を主原料とした液状・粉末状・錠剤状・カプセル状の加工食品
2006.05.26 願書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.12.22 伺い書
2007.01.05 伺い回答書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

31

【31】果実，野菜，籾米

29

【29】かまぼこ

03,29,32

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.05.29 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 2007.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2007.04.17 拒絶査定
【29】プラセンタを主成分としてなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状又はゼ
リー状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），
冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，
こんにゃく，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】茶
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.23 拒絶査定

通常 2006-048462

通常 2006-048718

通常 2006-048829

通常:
2006-048891
標準

30
175

静岡チューハイ茶

通常:
2006-048926
標準
30,32

176

ＳＩＭＰＬＹ ＤＥＳＩＧＮ＼シンプ
リーデザイン

【30】コーヒー及びココア，茶
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

通常 2006-048958

※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 2006.05.26 願書
2007.01.23 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
2007.04.24 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

Ｅｘｔｒａ Ｖｉｒｇｉｎ Ｐｌａｃｅｎｔａ＼エ
通常 2006-048480
クストラバージンプラセンタ

淡海＼おお み

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.06.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.30 意見書
2007.04.27 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.06.01 認定･付加情報
2007.01.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.24 拒絶査定
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No.

177

178

179

商標（見本）

商標

ソイミルク・クッキー

トウガンダイエット

親子お料理教室

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

29

【29】冬瓜を主原料とした粉状・粒状・顆粒状・液状・錠剤状・カプセル化した加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.16 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

29

【29】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・
ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・
粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・
ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ミネラルを主原料とす
る錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセ
ル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，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・ブ
ロック状の加工食品，たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲ
ル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット
状・ペースト状・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミン・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・ブロック状の加工食品，ビタミン・ミネラルを主原
【29】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・
ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・
粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・
ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ミネラルを主原料とす
る錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセ
ル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，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・ブ
ロック状の加工食品，たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲ
ル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット
状・ペースト状・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミン・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・ブロック状の加工食品，ビタミン・ミネラルを主原

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2007.01.19 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))
2007.02.06 手続補正書
2007.02.06 手続補足書
2007.02.06 認定･付加情報
2007.02.06 認定･付加情報
2007.02.06 意見書
2007.03.06 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

通常:
2006-049057
標準

通常 2006-049225

通常 2006-049275

父と子のわくわくクッキング教室 通常 2006-049276

※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】クッキー

29

180

指定商品・役務

30
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2007.02.02 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))
2007.03.08 手続補正書
2007.03.08 意見書
2007.03.08 認定･付加情報
2007.03.08 認定･付加情報
2007.03.09 手続補足書
2007.04.06 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29

181

家庭でつくって＼いただきます 通常 2006-049277

29

182

洋風ブランチ

通常 2006-049279

31

183

ローヤルゼリーワン

指定商品・役務

中間記録

【29】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・
ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・
粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・
ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ミネラルを主原料とす
る錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセ
ル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，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・ブ
ロック状の加工食品，たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲ
ル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット
状・ペースト状・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミン・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・ブロック状の加工食品，ビタミン・ミネラルを主原
【29】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・
ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・
粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・
ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ミネラルを主原料とす
る錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセ
ル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，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・ブ
ロック状の加工食品，たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲ
ル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット
状・ペースト状・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミン・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・ブロック状の加工食品，ビタミン・ミネラルを主原
【31】ローヤルゼリーを主原料とする犬用のペットフード

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2007.02.16 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))
2007.03.22 手続補正書
2007.03.22 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

通常:
2006-049488
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］
2006.05.30 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2007.02.16 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))
2007.03.22 手続補正書
2007.03.22 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.05.31 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.12 意見書
2007.03.12 手続補足書
2007.03.12 認定･付加情報
2007.04.10 認定･付加情報
2007.04.13 拒絶査定
2007.07.02 手続補正書(方式)
2007.07.02 手続補正書
2007.07.02 手続補足書
2007.12.14 登録料納付
［登録］
2007.11.26 登録査定書
2007.12.14 設定納付書
2008.01.08 登録証
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184

185

186

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】揚げたおから，おからを原料とした菓子

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.06.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.07 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

29

【29】三陸金華山漁場において水揚げされた真あなごを原料とし味付け加工された加工品 【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.19 手続補正指令書(出願)
2006.07.19 手続補正書(方式)
2006.08.16 認定･付加情報
2006.09.28 伺い書
2006.10.06 伺い回答書
2007.01.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.01 手続補正書
2007.02.01 意見書
2007.04.02 拒絶査定
【29】昆布でしめたさんま
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.19 手続補正指令書(出願)
2006.07.19 手続補正書(方式)
2006.08.16 認定･付加情報
2007.01.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.01.31 手続補正書
2007.01.31 意見書
2007.04.02 拒絶査定
【29】バター
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2007.01.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.24 拒絶査定

§ＡＯＭＯＲＩ－ＭＵＴＳＵＷＡＮ
－ＨＯＴＡＴＥ－∞青森県＼むつ 通常 2006-049554
湾産∞ほたてカレー

手作りとうふの前田商店∞か
りっかり＼おから揚げ＼国産無 通常 2006-049660
農薬大豆使用

金華煮あなご

昆布じめさんま こりゃうめぇ?

通常:
2006-049772
標準

通常:
2006-049773
標準

29
188

§チューブで＼バター∞１／３

通常 2006-049896

29
189

熟豆

【29】納豆，テンペ及びその加工品，豆及びその加工品

通常:
2006-049924
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】ほたて入り即席カレー

29

187

指定商品・役務

29
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.24 拒絶査定
2007.09.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2009/1/15
43／56

３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

190

191

192

193

194

195

196

商標（見本）

商標

朝摘みローズ天然水

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【32】天然水を使用した清涼飲料，天然水を使用した果実飲料，天然水を使用した茶入り
清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.07 認定･付加情報
2006.06.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

32

【32】酸素水を使用した清涼飲料，酸素水を使用した果実飲料，酸素水を使用した茶入り
清涼飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】牛肉入りぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，牛肉を入れたたこ焼き，牛肉入りま 【中間記録情報】
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，肉焼き，菓子及 ［審査］
2006.05.17 願書
びパン，即席菓子のもと
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

29,30

【29】食肉，食用魚介類，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，加工品，惣菜用乳製品，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，惣菜用豆乳，豆腐，納豆，惣菜用食用た
んぱく
【30】穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハン
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］
2006.05.17 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定
2007.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

03,21,29,30

【03】洗浄剤および化粧品
【21】家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
【29】加工した野菜その他の食用園芸作物
【30】加工した植物性の食品および調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.06.16 認定情報通知書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】牛肉入りぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，牛肉を入れたたこ焼き，牛肉入りま 【中間記録情報】
んじゅう，ハンバーガー，牛肉入りピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，肉焼 ［審査］
き，菓子及びパン，即席菓子のもと
2006.05.17 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

29,30

【29】食肉，食用魚介類，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，加工品，惣菜用乳製品，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，惣菜用豆乳，豆腐，納豆，惣菜用食用た
んぱく
【30】穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハン
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

通常:
2006-050204
標準

嬬恋の酸素水＼§ｐｕｒｅＯ２＼
通常 2006-050205
ピュアオーツー

§べこ＼焼き∞米沢＼べこ

郷土＼惣菜∞§後藤屋

ロハスライフ

べ こ 焼 き

郷 土 惣 菜

通常 2006-050268

通常 2006-050269

通常 2006-050278

通常:
2006-050281
標準

通常:
2006-050282
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］
2006.05.17 願書
2006.06.30 手続補正指令書(出願)
2006.07.28
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定
2007.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.12.02 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）２００７．０４.xls
No.

197

198

199

200

201

202

203

商標（見本）

商標

有機ケール

清水白桃

ノムコラーゲン＼のむコラーゲ
ン

ふしぶし養生

イーエックス＼ペプチド ＥＸ

イーエックス＼ペプチド ＥＸ

とろ＼にぶた＼煮豚麺

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
2006.05.17 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，ケールを主原料とするカプセル状・粉末状・粒状・液状・ゼリー状 2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
の加工食品
2007.04.20 拒絶査定

31

【31】果実，桃

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
2006.05.17 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，コラーゲン・グルコサミン・コンドロイチンを主成分とする加工食品 2006.06.08 認定･付加情報
2006.06.16 認定情報通知書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 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
2006.05.17 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，コラーゲン・グルコサミン・コンドロイチンを主成分とする加工食品 2006.06.09 認定･付加情報
2006.09.21 刊行物等提出書
2006.10.23 認定･付加情報
2006.10.27 刊行物等提出による通知書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定
2007.07.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
［審査］
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
2006.05.31 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・ 2006.06.01 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 2007.01.26 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 2007.04.27 拒絶査定
状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品

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

30

【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， 【中間記録情報】
［審査］
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，
2006.05.31 願書
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
2007.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
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 項16号)
2007.04.25 拒絶査定
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

通常 2006-050283

通常 2006-050284

通常 2006-050297

通常 2006-050298

通常 2006-050357

通常 2006-050363

通常 2006-050369

※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］
2006.05.18 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.01 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

204

205

206

207

208

209

商標（見本）

商標

あきたこまち

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】豆腐

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.01 願書
2006.10.13 刊行物等提出書
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.17 刊行物等提出による通知書
2007.02.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.14 意見書
2007.03.14 手続補足書
2007.04.12 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定
2008.03.10 手続補正書
2008.03.10 意見書

30

【30】米糠または玄米を原料の一部とする穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】米糠を原料とする粉末状または液状の加工食品、米糠を原料とする食用粉類

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

29,30,31

【29】加工野菜及び加工果実，豆
【30】茶，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
【31】野菜，果実

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.06.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.23 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】１２，菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.07.14 手続補正指令書(出願)
2006.07.28 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】しょうゆ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.07.14 手続補正指令書(出願)
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

通常:
2006-050721
標準

玄めん 玄メン 玄麺＼げんめ
ん ゲンメン ＧＥＮめん＼ゲン
通常 2006-050773
めん 玄ＭＥＮ ゲンＭＥＮ＼げ
ん麺 ＧＥＮ麺 ＧＥＮメン

玄米ブラン＼げんまいブラン＼
ゲンマイブラン＼玄米Ｂｒａｎ＼ 通常 2006-050774
げんまいＢｒａｎ＼ゲンマイＢｒａｎ

エコ農産物

ＳＷＥＥＴＳ ＳＡＮＤ＼スウィー
ツ サンド

豆腐用醤油

通常 2006-050813

通常 2006-050814

通常:
2006-050826
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）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.08.23 刊行物等提出書
2006.09.22 認定･付加情報
2006.09.29 刊行物等提出による通知書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.27 拒絶査定
2007.07.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【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，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
【30】茶

30

【30】乾燥飯

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

30,32

【30】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 【中間記録情報】
と，コーヒー豆，穀物の加工品，即席菓子のもと
［審査］
2006.05.22 願書
【32】清涼飲料，ビール，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップ
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
エキス
2007.04.20 拒絶査定

31

【31】北海道で減農薬、減化学肥料あるいは有機農法によって生産される新鮮野菜。

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 2006.06.05 願書
2006.06.06 認定･付加情報
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
2007.01.23 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)
2007.04.23 拒絶査定
用グルテン

30

【30】茶，ハーブティー

29,30,32

210

211

212

213

214

215

216

サハラ

通常 2006-051013

決明子茶

通常 2006-051521

雑穀おこげ

通常:
2006-051539
標準

ファミリーサイズ

北海道野菜

通常:
2006-051541
標準

通常:
2006-051546
標準

ペ・ド・ノンヌ＼ｐｅｔｓ－ｄｅ－ｎｏｎ
通常 2006-051639
ｎｅ

ゆずティー

通常:
2006-051643
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］
2006.05.22 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 意見書
2007.04.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.08.11 手続補正書
2006.09.19 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.05 願書
2006.06.05 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定
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No.

217

218

219

220

221

222

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】だいふく

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.05 願書
2006.06.05 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

32

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.05 願書
2006.06.06 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン，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，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，香辛料，穀物の加工品，ぎょう
ざ，サンドイッチ，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，調味料，チリソース，ペッパーソース，ハバネロソース

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.20 意見書
2007.04.02 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】すし

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.20 拒絶査定

29

【29】加工水産物（三陸産の湯通しめかぶ）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.06.13 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.20 拒絶査定
2007.07.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】穀物を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブ
ル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加
工食品，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香
料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，ア
イスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，
ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べん
とう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.06.06 認定･付加情報
2007.02.02 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))
2007.03.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.12 手続補正書
2007.03.12 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定
2007.04.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

星野村抹茶生大福＼ほしのむ
通常 2006-051664
らまっちゃなまだいふく

味選

Ｍｅｌｌｏｗ Ｈａｂａｎｅｒｏ

ずわいがに＼豪快巻き

しっかり朝ごはん

香ばし＼きなこ＼ミルク

通常:
2006-051669
標準

通常 2006-052036

通常 2006-052039

通常:
2006-052047
標準

通常 2006-052115

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

中間記録

30
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
30,31,32,35

223

排出系

225

30,31

【30】氷，菓子及びパン，洋菓子，和菓子，パン
【31】野菜，果実

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2007.01.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

29,31

【29】肉製品
【31】豚

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.07.12 手続補正書
2006.08.21 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料 【中間記録情報】
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，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 2006.06.07 願書
2007.02.16 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
2007.03.27 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
2007.04.06 拒絶査定
用グルテン
2007.05.18 手続補正書
2007.05.18 手続補足書
2007.07.10 手続補正書
2007.07.12 手続補足書
2008.01.24 登録料納付
［登録］
2007.12.25 登録査定書
2008.01.24 設定納付書
2008.02.19 登録証

通常:
2006-052300
標準

226

227

ペブル ロック ソルト＼Ｐｅｂｂｌｅ
通常 2006-052593
Ｒｏｃｋ Ｓａｌｔ

ソフトメロン

イノシシアグー

角館しだれ桜

通常 2006-053034

通常:
2006-053050
標準

通常 2006-053114

※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］
2006.06.06 願書
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.15 意見書
2007.04.20 拒絶査定
2007.05.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30
224

指定商品・役務
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー
ム用安定剤
【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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，求人情報の提供，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購
読の取次ぎ，書類の複製，速記，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ず
【30】食塩
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定
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No.

228

229

230

231

232

233

商標（見本）

商標

粋な弁当

城下かれい

旭川＼とろチャーシュー

まつ田

さっぽろ＼チャーシュー

コサージュ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【30】べんとう

29,31

【29】食用魚介類（生きているものに限る。）
【31】食用魚介類（生きているものを除く。）

29,30

【29】肉製品，加工水産物
【30】調味料，穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

29,30,43

【29】肉製品，加工水産物
【30】調味料，穀物の加工品
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定

29,30

【29】肉製品，加工水産物
【30】調味料，穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.06.27 手続補正書
2006.08.04 認定･付加情報
2006.08.04 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

31

【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 【中間記録情報】
芽，米加工のコルク，やしの葉，飼料，果実，野菜，糖料作物，種子類，木，草，芝，ドライ ［審査］
2006.05.26 願書
フラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，生花の花輪
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定

通常 2006-053415

通常:
2006-053525
標準

通常 2006-053526

通常 2006-053527

通常 2006-053567

通常:
2006-053579
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］
2006.06.08 願書
2007.02.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.23 手続補正書
2007.02.23 手続補足書
2007.02.23 意見書
2007.03.27 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.09.08 手続補正指令書(出願)
2006.09.15 手続補正書(方式)
2006.10.30 認定･付加情報
2006.10.30 認定･付加情報
2007.01.19 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))
2007.04.27 拒絶査定
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No.

234

235

236

237

238

商標（見本）

商標

しれとこ鹿肉

海のハーブ

薫り抹茶

パウダールウ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】鹿肉，鹿食肉製品

29

【29】ワカメ・コンブ等の海藻類を原料とする粉末状・顆粒状・液状・打錠剤成型してなる加 【中間記録情報】
工食品、粉末加工した海藻、食品素材としての海藻類加工粉末、乾燥海藻、乾燥海藻類を ［審査］
2006.05.26 願書
主たる成分とするふりかけ
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】抹茶の風味を有してなる菓子及びパン

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.06.09 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.27 手続補正書
2007.03.27 認定･付加情報
2007.03.27 認定･付加情報
2007.03.27 意見書
2007.04.06 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］
2006.06.08 願書
2006.06.09 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.27 意見書
2007.03.27 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

29,30,31

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍 【中間記録情報】
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 ［審査］
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
2006.06.09 願書
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 2006.12.20 出願人名義変更届
腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2006.12.20 手続補足書
【30】家庭用食肉軟化剤，食品香料（精油のものを除く。），菓子及びパン，みそ，ウース
2006.12.20 手続補足書
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，そばつゆ，ドレッシング， 2007.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2007.03.23 意見書
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，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， 2007.04.03 拒絶査定
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， 2008.03.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，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】ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜（「茶の葉」を除く。），茶
の葉，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾

通常 2006-053583

通常:
2006-053586
標準

通常:
2006-053611
標準

通常:
2006-053612
標準

ベジバーガー＼Ｖｅｇｅ Ｂｕｒｇｅｒ 通常 2006-053755

※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］
2006.05.27 願書
2006.06.16 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（食品）２００７．０４.xls
No.

239

240

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.09 願書
2006.12.20 出願人名義変更届
2006.12.20 手続補足書
2006.12.20 手続補足書
2007.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 手続補正書
2007.03.23 意見書
2007.04.03 拒絶査定

29,30,31

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水
産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・
焼きのり」を除く。），かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆布，干しのり，干しひじ
き，干しわかめ，焼きのり，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，ふり
かけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】家庭用食肉軟化剤，食品香料（精油のものを除く。），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，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，穀物の加工品，サンドイッチ，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，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，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】ホップ，海藻類，茶の葉，糖料作物，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，種子類，うるしの実，やしの葉
【29】かんてん
【30】穀物の加工品

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.09 願書
2006.12.20 出願人名義変更届
2006.12.20 手続補足書
2006.12.20 手続補足書
2007.02.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.23 手続補正書
2007.03.23 意見書
2007.04.03 拒絶査定

30

【30】菓子及びパン、クッキー

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.30 認定情報通知書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

30

【30】麦茶

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2007.01.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

29

【29】食用油脂，乳製品，食肉，肉製品，加工水産物

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

通常 2006-053757

29,30
241

242

243

244

かんてん麺

デトックスクッキー

丸粒麦茶

こめ育ち

通常 2006-053989

通常 2006-054018

通常 2006-054023

通常:
2006-054030
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】ヨーグルトを主原料とする乳製品，ヨーグルトを主原料とする加工野菜及び加工果
実，ヨーグルトを主原料とする豆乳，ヨーグルトを主原料とする食用たんぱく
【30】ヨーグルトを主原料とする菓子及びパン，ヨーグルトを主原料とするドレッシング，ヨー
グルトを主原料とするホワイトソース，ヨーグルトを主原料とする穀物の加工品
【31】ヨーグルトを主原料とする製品のミックス用野菜，ヨーグルトを主原料とする製品のミッ
クス用果実，ヨーグルトを主原料とする製品のミックス用糖料作物

ベジヨーグルト＼Ｖｅｇｅ Ｙｏｇｕｒｔ 通常 2006-053756

ベジケーキ＼Ｖｅｇｅ Ｃａｋｅ

指定商品・役務

29,30,31
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2007.01.26 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))
2007.04.27 拒絶査定
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No.

245

246

247

248

249

250

商標（見本）

商標

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］
2006.05.29 願書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.14 認定情報通知書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.20 拒絶査定
2007.05.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

30

【30】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，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

31

【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 【中間記録情報】
［審査］
芽，ホップ，未加工のコルク，やしの葉，飼料，果実，野菜，糖料作物，種子類，木，草，
2006.05.30 願書
芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，生花の花輪
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】プリン

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 願書
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.28 手続補正書
2007.03.28 意見書
2007.04.06 拒絶査定

30

【30】焼き鯖寿司

31

【31】漢方薬を混入した動物用飼料

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 願書
2007.02.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.02 意見書
2007.04.24 拒絶査定
2007.06.25 手続補正書(方式)
2007.12.25 登録料納付
［登録］
2007.12.11 登録査定書
2007.12.25 設定納付書
2008.01.29 登録証
2008.08.01 表示変更登録申請書(住所)
2008.08.29 移転登録済通知書
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.06.23 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

日向夏＼ひゅうがなつ∞ちゃん 通常 2006-054461

Ｓａｕｓａｌｉｔｏ＼サウサリト

ハニーバンタム

立体商標

通常 2006-054516

通常:
2006-054521
標準

通常:
2006-054761
立体

若狭の＼浜焼き＼鯖寿司∞§
通常 2006-054985
海恵

猫の漢方

通常 2006-055103

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

中間記録
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No.

251

252

253

254

255

商標（見本）

商標

犬の漢方

西平黒糖

種別 出願番号

区分

大豆アイス全粒仕立て

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.06.22 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

30

【30】黒糖，黒糖入り菓子及びパン，黒糖入り即席菓子のもと

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.14 願書
2006.06.14 手続補足書
2006.08.07 認定･付加情報
2007.02.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.27 意見書
2007.03.27 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

24,25,30,32

【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
【中間記録情報】
［審査］
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
2006.06.15 願書
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織 2006.07.03 手続補正指令書(出願)
2006.07.31 手続補正書(方式)
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
ビリヤードクロス，布製ラベル
2006.08.28 認定･付加情報
【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 2007.03.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
殊衣服，運動用特殊靴
第4条1項11号)
2007.04.07 意見書
【30】家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及
2007.04.09 認定･付加情報
びパン，調味料，香辛料，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，
すし，たこ焼き，肉まんじゅう，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 2007.04.20 拒絶査定
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
2007.05.23 手続補正書
2007.05.23 手続補正書
【32】清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス
2008.03.21 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.08.20 登録料納付
［登録］
2008.06.26 登録査定書
2008.08.20 設定納付書
2008.09.30 登録証

31

【31】たけのこ

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.07.07 手続補正指令書(出願)
2006.10.13 通知書(却下処分前通知)
2006.12.18 手続補正書(方式)
2007.01.23 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.28 意見書
2007.03.28 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

30

【30】大豆入りのアイスキャンディー，大豆入りのアイスクリーム

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.19 願書
2007.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 手続補正書
2007.04.06 意見書
2007.04.24 拒絶査定
2007.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-055104

通常 2006-055181

通常:
2006-055984
標準

通常 2006-056656

※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】漢方薬を混入した動物用飼料

Ｍｔ．ＦＩＪＩ ＭＩＮＥＲＡＬ＼富士山
通常 2006-055728
ミネラル

山城筍

指定商品・役務

31
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No.

256

257

258

259

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【31】ペット，フード
【35】広告、商品の販売に関する情報の提供、

01,03,29

【01】化学品
【中間記録情報】
【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き
［審査］
2006.06.22 願書
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は 2006.06.23 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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，タンパク質・ビタミン類を主成分とし錠剤・カプセル状・粉状・粒状・ 第4条1項11号)
2007.04.02 拒絶査定
液状・クッキー状に加工した加工食品
2007.06.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29

【29】健康と美容の為に用いられる乳酸菌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】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・
ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・
粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・
ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ミネラルを主原料とす
る錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセ
ル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，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・ブ
ロック状の加工食品，たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲ
ル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット
状・ペースト状・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミン・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・ブロック状の加工食品，ビタミン・ミネラルを主原

ＥＮＺＹＭＥ ＤＩＥＴ ＦＯＲ ＰＥＴ 通常:
2006-057420
Ｓ
標準

ＯＲＡＣ

善玉菌１００兆個

お料理を作ろう

通常:
2006-058320
標準

通常:
2006-058977
標準

通常 2006-059500

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

中間記録
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.07 願書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.07.14 認定情報通知書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.24 願書
2006.06.26 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.16 手続補正書
2007.03.16 認定･付加情報
2007.03.16 認定･付加情報
2007.03.16 意見書
2007.03.19 手続補足書
2007.04.16 認定･付加情報
2007.04.17 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2006.06.27 認定･付加情報
2007.02.16 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))
2007.02.23 手続補正書
2007.02.23 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【29】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・
ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・
粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・
ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，セラミド・ミネラルを主原料とす
る錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセ
ル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状・ブロック状の加工食品，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・ブロック状の加工食品，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・ブ
ロック状の加工食品，たんぱく質・ビタミンを主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲ
ル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット
状・ペースト状・ブロック状の加工食品，セラミド・ビタミン・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・ブロック状の加工食品，ビタミン・ミネラルを主原
【29】発酵させたクロレラ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・カプセル状の加工食品

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2006.06.27 認定･付加情報
2007.02.16 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))
2007.02.23 手続補正書
2007.02.23 認定･付加情報
2007.04.20 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］
2006.06.30 願書
2006.07.06 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.09 意見書
2007.03.09 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

29,30,43,44

【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
2006.06.30 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
2007.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.16 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
（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
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
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，
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与
【29】塩辛魚介類
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.04 願書
2007.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 意見書
2007.04.17 拒絶査定

29

260

苺のための＼ミルク＼パウダー 通常 2006-059502

29
261

262

263

ハッコウ＼発酵クロレラ

宮崎青島

ナチュラルエイジング

通常 2006-059951

通常 2006-061006

通常:
2006-061136
標準

29
264

博多の塩辛

通常 2006-062273

※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］
2006.06.27 願書
2007.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.19 意見書
2007.04.03 拒絶査定
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No.

265

266

267

268

269

商標（見本）

商標

玄海塩辛

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【29】塩辛魚介類

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.04 願書
2007.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 意見書
2007.04.17 拒絶査定

29

【29】鯵の開き

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.06 願書
2006.07.06 認定･付加情報
2007.03.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.11 意見書
2007.04.11 認定･付加情報
2007.04.18 拒絶査定

32

【32】酢入り果実飲料，酢入り飲料用野菜ジュース

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2006.07.11 認定･付加情報
2007.03.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.19 意見書
2007.03.23 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

30

【30】豆板醤

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.19 願書
2007.03.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.02 意見書
2007.04.02 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定
2008.03.07 意見書
2008.05.12 手続補正書
2008.07.14 登録料納付
［登録］
2008.06.18 登録査定書
2008.07.14 設定納付書
2008.07.29 登録証

29

【29】かつお節，かつお節を使用してなる梅の漬物，かつお節を使用してなる梅干，かつお 【中間記録情報】
［審査］
節を主材としてなるふりかけ
2006.07.27 願書
2006.07.27 認定･付加情報
2007.03.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.27 手続補正書
2007.03.27 認定･付加情報
2007.03.27 認定･付加情報
2007.03.27 意見書
2007.04.06 拒絶査定

通常 2006-062275

南房総千倉＼あじ開き＼近海
∞南房総千倉沖で獲れた＼新 通常 2006-062982
鮮な『あじ』使用

ヘルシージュー酢

辣椒豆板醤

炙りかつお節

通常 2006-064017

通常:
2006-067015
標準

通常:
2006-070188
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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