３条拒絶速報レポート
※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。

本レポートに関するお問い合わせ先

インフォソナー株式会社 営業部
TEL:06-6944-7607 FAX:06-6844-7608
E-mail:tm-info@info-sonar.co.jp
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３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16

1

シンガロングＣＤ

通常:
2003-112278
標準

12,16,25,35,38,41

2

ＤＥＳＩＧＮ＆ＳＴＹＬＥ

優先 2004-019998

17

3

アクアクリーン＼Ａｑｕａｃｌｅａｎ

通常 2004-086044

06,20

4

シェルパネル

通常:
2004-088353
標準

16

5

Ｑｕｉｃｋ Ｓｔａｍｐｅｒ

通常 2004-096544

16,41

6

ケータイＤＶＤ

通常:
2004-099979
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

【09】家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶 【中間記録情報】
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，定期的に刊行される電子出版物
[審査]
2003.12.17 願書
【16】文房具類，雑誌，新聞，写真，写真立て
2003.12.17 認定･付加情報
2004.12.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.03.03 手続補正書
2005.03.03 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶査定
【12】自動車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。）， 【中間記録情報】
陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗難警報器，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電 [審査]
2004.03.04 願書
動機（その部品を除く。），二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，タイヤ又
はチューブの修繕用ゴムはり付け片
2004.04.23 優先権証明書提出書
2004.05.28 認定･付加情報
【16】パンフレット，カタログ，出版物，その他の印刷物，紙製袋，その他の紙製包装用容
2004.05.28 認定･付加情報
器，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナ
2005.01.31 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
プキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，紙製テーブルクロス，紙類，写真，ボール紙製
2005.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
箱，古紙をテープ状に裁断した紙製緩衝材，和紙製カレンダー，注ぎ口を備えた蓋つきの
液体用紙製包装用容器，ギフト用包装用の紙製のちょう結び及びリボン，クリーム用紙製 項16号)
【17】プラスチック基礎製品，雲母，ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ（機械要素に 【中間記録情報】
[審査]
当たるものを除く。），ガスケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），パッキング，消防用
ホース，石綿製防火幕，オイルフェンス，電気絶縁材料，ゴム製又はバルカンファイバー製 2004.09.17 願書
の座金及びワッシャー，蹄鉄（金属製のものを除く。），化学繊維（織物用のものを除く。）， 2004.09.17 認定･付加情報
2005.04.08 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
石綿，岩石繊維，鉱さい綿，糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除く。），化学繊維糸
（織物用のものを除く。），石綿糸，石綿製フェルト，ゴムひも，石綿ひも，石綿網，ゴム製包 号)
2005.04.20 手続補正書
装用容器，ゴム製栓，ゴム製ふた，農業用プラスチックフィルム，コンデンサーペーパー，
2005.04.20 上申書
石綿紙，バルカンファイバー，ゴム，岩石繊維製防音材（建築用のものを除く。），石綿の
板，石綿の粉
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材 【中間記録情報】
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト [審査]
2004.09.27 願書
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
2005.06.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光 号)
2005.07.11 手続補正書
式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽
類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金 2005.07.11 意見書
2006.03.31 拒絶査定
属製金具，ワイヤーロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標
札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属
【16】浸透印
【中間記録情報】
[審査]
2004.10.21 願書
2004.10.28 認定･付加情報
2005.10.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.17 上申書
2005.11.18 認定･付加情報
2005.12.14 手続補正書
【16】雑誌，新聞，書籍，カタログ，パンフレット，その他の印刷物，二次元コード・バーコード 【中間記録情報】
が印刷されたラベル
[審査]
【41】電子計算機端末・移動通信端末・携帯電話機による通信を用いて行う映画・映像・画
2004.11.01 願書
像・音楽・音声・ゲーム・文字情報の提供
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.17 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

7

8

9

10

11

12

商標

種別 出願番号

区分

ＢＲＥＡＤＳＡＶＥＲ

事業繁栄計画書

風水マーケティング

ひろびろ機能シンク

03,21

【03】せっけん類，化粧品，香料類
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

【中間記録情報】
[審査]
2004.11.05 願書
2004.11.05 認定･付加情報
2005.12.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

11,21

【11】環境（温度，湿度）を電気的に制御する機能を備えたパン保存用容器，電気的加湿機
能を備えたパン保存用容器，環境（温度，湿度）を電気的に制御する機能を備えた食物保
存用容器
【21】食料品の鮮度及び熟成度の保持用交換式過マンガン酸カリウムコーティングゼオライ
トフィルターが取り付けられるパン保存用容器，食料品の鮮度及び熟成度の保持用交換式
過マンガン酸カリウムコーティングゼオライトフィルター，パン容器

16,41

【16】印刷物，絵はがき，カタログ，カレンダー，雑誌，書籍，新聞，地図，ニューズレター，
パンフレット
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，セミナーの企画・運営又は開催，書籍の
制作，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作

【中間記録情報】
[審査]
2004.11.11 願書
2005.01.11 優先権証明書提出書
2005.02.09 認定･付加情報
2005.06.21 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.09.20 意見書
2005.09.21 手続補足書
2005.10.24 認定･付加情報
【中間記録情報】
[審査]
2004.11.04 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

16

【16】紙類，雑誌，書籍，新聞，コンピュータ及びコンピュータプログラムに関する手引書，そ 【中間記録情報】
の他の印刷物，書画，写真，写真立て，遊戯用カード，ラベル（布製のものを除く），その他 [審査]
の文房具類（「昆虫採集用具」を除く），事務用又は家庭用ののり及び接着剤，製図用具， 2004.11.04 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
タイプライター，地図，パンフレット
条1項11号を除く))
2006.03.31 拒絶査定

11,20

【11】加熱器，調理台，流し台，ガス湯沸かし器，火鉢類
【20】家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ

通常 2004-101073

優先 2004-103435

通常 2004-104924

通常:
2004-106083
標準

通常:
2004-108738
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

【16】雑誌，新聞，書籍，カタログ，パンフレット，その他の印刷物，二次元コード・バーコード 【中間記録情報】
が印刷されたラベル
[審査]
2004.11.01 願書
【41】電子計算機端末・移動通信端末・携帯電話機による通信を用いて行う映画・映像・画
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
像・音楽・音声・ゲーム・文字情報の提供
2006.03.17 拒絶査定

ケータイミュージックビデオ＼Ｍ
通常 2004-099980
ｕｓｉｃｖｉｄｅｏ

紅匠＼べにしょう

指定商品・役務

16,41

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2004.11.29 願書
2005.07.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.22 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2004.11.17 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.31 拒絶査定

16

【09】映写フィルム・スライドフィルム・録画済みコンパクトディスク・ミニディスク・ＤＶＤ及びＶ
ＣＤその他の記録媒体，電子出版物，音楽等を録音済みのコンパクトディスク・電子回路・
ＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ，運動技能訓練用シミュレー
ター，携帯用液晶画面用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭその他の記
録媒体，業務用テレビゲーム機，理化学機械器具，コンピューター用プログラムを記憶させ
た電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及びＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，電気通信機械
器具，電子応用機械器具及びその部品，測定機械器具，オゾン発生器，家庭用テレビゲー
ム機，自動販売機，救命用具，眼鏡
【16】紙類，紙製包装用容器，書画，写真，写真・ポスター・印刷物等を貼り付けて使用する
【16】印刷物

28

【28】おもちゃ並びにその部品及び附属品

28

【28】ゴルフクラブ

28

【28】ゴルフクラブ

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.24 願書
2005.08.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.23 手続補正書
2005.12.09 補正の却下の決定
2006.03.24 拒絶査定

28

【28】ゴルフクラブ

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.24 願書
2005.08.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.23 手続補正書
2005.12.09 補正の却下の決定
2006.03.24 拒絶査定

09,16

13

14

15

16

17

18

Ｂｒｅａｔｈ ｏｆ Ｆｉｒｅ＼ＫＵＮＤＡＬＩ
通常 2004-109466
ＮＩ ＹＯＧＡ

ＭＡＲＩＡＧＥ＼マリアージュ

パインウッドダービー

通常 2004-109939

通常:
2004-117230
標準

ＣＲＹＳＴＡＬ ＰＵＴＴＥＲ＼クリス
通常 2004-119914
タルパター

ＣＲＹＳＴＡＬＣＯＬＯＲ ＰＵＴＴＥ
通常 2004-119915
Ｒ＼クリスタルカラーパター

ＣＲＹＳＴＡＬＣＯＬＯＲＣＬＵＢ＼ク
通常 2004-119916
リスタルカラークラブ

※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]
2004.11.18 願書
2005.02.04 手続補正指令書(出願)
2005.02.08 上申書
2005.03.29 認定･付加情報
2005.07.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.07.19 再送
【中間記録情報】
[審査]
2004.12.22 願書
2005.08.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.12 手続補正書
2005.09.12 意見書
2006.02.14 補正の却下の決定
2006.03.28 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2004.12.24 願書
2005.08.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.23 手続補正書
2005.12.09 補正の却下の決定
2006.03.24 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

19

20

21

商標（見本）

商標

綿の炭「ｓｏｆｔａｎ」

オニコウベ焼

社長見習い

種別 出願番号

区分

23

24

万葉花

ドットタイプ

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.14 願書
2005.02.09 手続補正書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.03 拒絶査定

21

【21】陶磁器製の食器類，その他の食器類（貴金属製のものを除く。）

09,16

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
【16】紙箱，印刷物，書画，写真，写真立て

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.17 願書
2005.01.17 手続補足書
2005.02.28 認定･付加情報
2005.02.28 認定･付加情報
2005.08.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.09.28 手続補正書
【中間記録情報】
[審査]
2005.01.24 願書
2005.01.25 認定･付加情報
2005.08.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.26 意見書
2005.09.26 手続補足書
2005.09.26 認定･付加情報
【中間記録情報】
[審査]
2005.02.08 願書
2005.02.09 認定･付加情報
2005.09.16 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2005.10.26 意見書
2005.10.26 手続補足書
2005.10.26 認定･付加情報
2005.11.28 認定･付加情報
【中間記録情報】
[審査]
2005.02.21 願書
2005.02.21 認定･付加情報
2005.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.16 拒絶査定

通常:
2005-002063
標準

通常 2005-002529

通常:
2005-004594
標準

通常 2005-010169

16

【16】紙類，荷札，印刷物，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，こんにゃく版複写機，自動印紙は
り付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライ
ター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機

16

【16】印刷物，文房具類

通常:
2005-013923
標準

ミッドポイント・ホロスコープ相性
通常 2005-018008
表

※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

【17】炭化綿，炭素繊維

16

22

指定商品・役務

17
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【中間記録情報】
[審査]
2005.02.17 願書
2005.03.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.03.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.03.18 手続補正指令書(出願)
2005.03.24 手続補正書(方式)
2005.04.28 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1

2006/7/28
6／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28,35,38,41,42

25

Ｄ２Ｄ

ＤＩＲＥＣＴ２ＤＲＩＶＥ

20

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.07 願書
2005.03.14 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

28,35,41

【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【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，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，
【09】健康・養育・子供の世話・個人介護・栄養・健康維持及び医療用品の開発及び使用方
法に関する情報を記録したダウンロード可能なコンピュータープログラム，その他の電子応
用機械器具，ダウンロード可能な電子出版物
【16】健康・妊娠・養育・子供の世話・個人介護・栄養・健康維持及び医療用品の開発及び
使用方法に関する記事を内容とした新聞・雑誌その他の定期刊行物
【35】健康・養育・子供の世話・個人介護・栄養・健康維持及び医療用品の開発及び使用方
法に関する事業を内容とした企業の経営の診断及び指導その他の経営の診断及び指導
【41】専門家及び一般需要者への健康・養育・子供の世話・個人介護・栄養・健康維持及び
医療用品の開発及び使用方法に関する知識の教授その他の知識の教授

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.08 願書
2005.03.08 認定･付加情報
2005.08.08 手続補正書
2005.08.08 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2005.08.08 認定･付加情報
2005.08.25 手続補正指示書(審査官)
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.08 願書
2005.03.08 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.28 期間延長請求書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.01.30 手続補正書

優先:
2005-018452
標準

優先:
2005-018453
標準

10,20

27

28

29

腰痛サポート

クールピロー

ｍａｒｕｍａｎ Ｆｉｔｔｉｎｇ Ａｒｅｎａ

通常:
2005-019383
標準

通常:
2005-019384
標準

通常:
2005-019604
標準

09,16,35,41,42,44

30

ＢＡＢＹＣＥＮＴＥＲ

通常:
2005-019609
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.03 願書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.05.30 優先権証明書提出書
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.03 願書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.05.30 優先権証明書提出書
2005.05.30 優先権証明書提出書
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.07 願書
2005.03.14 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

09,28,35,38,41,42

26

指定商品・役務
【09】家庭用テレビゲームおもちゃ，業務用ビデオゲーム機，レコード，録音済コンパクトディ
スク，録画済みビデオテープ及びビデオディスク，自動販売機，硬貨作動式機械用の始動
装置，計算機，電子出版物
【28】ゲーム用具，遊戯用器具，おもちゃ，運動用具
【35】広告，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，競売の運営，事務処理の代行
【38】電気通信（放送を除く。），報道をする者に対するニュースの供給
【41】娯楽の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子
出版物の提供，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は
【09】家庭用テレビゲームおもちゃ，業務用ビデオゲーム機，レコード，録音済コンパクトディ
スク，録画済みビデオテープ及びビデオディスク，自動販売機，硬貨作動式機械用の始動
装置，計算機，電気通信機械器具，コンピュータソフトウェア，磁気記録媒体，データ処理
装置，コンピュータ，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【28】ゲーム用具，遊戯用器具，おもちゃ，運動用具
【35】広告，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，競売の運営，事務処理の代行
【38】電気通信（放送を除く。），報道をする者に対するニュースの供給
【41】娯楽の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子
【10】医療用機械器具，電位治療器，マットレス型電位治療用機械器具，床ずれ予防用マッ
トレス，腰痛緩和用マットレス
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
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３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16

31

南無妙法蓮華教

28

16

【16】印刷物、その他の文房具類

16

【16】コンピュータ、コンピュータソフトウェア、コンピュータハードウェア、コンピュータ技術、
コンピュータサービス、情報技術及びインターネットに関するガイドブックの叢書

03,21

【03】洗口液，その他の歯磨き
【21】電気式歯ブラシ，歯ブラシ

通常 2005-020222

16

32

33

34

35

36

§南無妙法蓮華教

パールトップ

手で切れます∞ＥＧテープ

指定商品・役務
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写版，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写版，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【28】浮き

通常 2005-020223

通常:
2005-022278
標準

通常 2005-023756

Ａ ＤＥＶＥＬＯＰＥＲ’Ｓ ＮＯＴＥ 優先:
2005-024562
ＢＯＯＫ
標準

デリケート

通常:
2005-025050
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.09 願書
2005.08.02 刊行物等提出書
2005.08.30 認定･付加情報
2005.08.31 刊行物等提出による通知書
2005.09.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.01 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.09 願書
2005.08.02 刊行物等提出書
2005.08.30 認定･付加情報
2005.08.31 刊行物等提出による通知書
2005.09.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.01 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.15 願書
2005.03.15 認定･付加情報
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.06 手続補正書
2005.12.06 手続補足書
2005.12.06 認定･付加情報
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.04 願書
2005.04.08 手続補正指令書(出願)
2005.04.12 手続補正書
2005.05.23 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.22 願書
2005.04.13 優先権証明書提出書
2005.05.18 認定･付加情報
2005.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.23 願書
2005.08.12 刊行物等提出書
2005.09.08 認定･付加情報
2005.09.30 刊行物等提出による通知書
2005.10.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))

2006/7/28
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３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

37

38

商標（見本）

商標

バラエティバッグ

新進

種別 出願番号

区分

スポーツ六法

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.25 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.11.07 手続補正書
2006.03.31 拒絶査定

16,35

【16】卸売り販売及び小売販売用書籍，印刷物，書画，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自
動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイ
プライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄
写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，
紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集
用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手
ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ
（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，写真，写真立て
【16】スポーツ関連の法規集を掲載した印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.29 願書
2005.03.30 認定･付加情報
2005.04.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.03.17 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.30 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.07 拒絶査定

【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），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（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，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，きゃ
【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），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（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，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，きゃ
【20】プラスチック製バルブ（機械要素に当るものを除く。），コルク製栓，プラスチック製栓，
プラスチック製ふた，木製栓，木製ふた，バルブ付きのふた

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.30 願書
2005.04.05 認定･付加情報
2005.04.08 認定情報通知書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

通常 2005-026164

通常 2005-027052

通常:
2005-027756
標準

20

40

エビスグサ

通常:
2005-027765
標準

20

41

エビスグサの枕

通常:
2005-027766
標準

20

42

セーフティバルブ＼ＳＡＦＥＴＹ
ＶＡＬＶＥ

通常 2005-028427

※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

【16】文房具類

16

39

指定商品・役務

16

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.03.30 願書
2005.04.08 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.31 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.03 拒絶査定

2006/7/28
9／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

43

44

商標（見本）

商標

ビーズアートステッチ

さがるんだな

種別 出願番号

区分

あがるん棚

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.31 願書
2005.04.01 認定･付加情報
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

11,20

【11】電球類及び照明用器具，ガスストーブ，その他の火鉢類，給水加熱器，その他のボイ
ラー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，暖冷房装置，便所ユニット，浴室ユニッ
ト，レンジフード及びその他の家庭用電熱用品類，洗い場付き浴槽，シャワー器具，洗面台
及び洗い場付き浴槽，浴槽，浴槽がま，その他の浴槽類，家庭用浄水器，水道蛇口用座
金，水道蛇口用ワッシャー，水道用栓，汚水浄化槽，家庭用汚水浄化槽，洗浄機能付き便
座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用椅子
【20】洗面化粧台，洗髪洗面化粧台，その他の家具，プラスチック製バルブ（機械要素に当
たるものを除く），カーテン金具，クッション，マットレス，家庭用水槽（金属製又は石製のも
のを除く），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く），つい立て，ハンガーボード，帽
【11】電球類及び照明用器具，ガスストーブ，その他の火鉢類，給水加熱器，その他のボイ
ラー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，暖冷房装置，便所ユニット，浴室ユニッ
ト，レンジフード及びその他の家庭用電熱用品類，洗い場付き浴槽，シャワー器具，洗面台
及び洗い場付き浴槽，浴槽，浴槽がま，その他の浴槽類，家庭用浄水器，水道蛇口用座
金，水道蛇口用ワッシャー，水道用栓，汚水浄化槽，家庭用汚水浄化槽，洗浄機能付き便
座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用椅子
【20】洗面化粧台，洗髪洗面化粧台，その他の家具，プラスチック製バルブ（機械要素に当
たるものを除く），カーテン金具，クッション，マットレス，家庭用水槽（金属製又は石製のも
のを除く），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く），つい立て，ハンガーボード，帽
【11】電球類及び照明用器具，ガスストーブ，その他の火鉢類，給水加熱器，その他のボイ
ラー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，暖冷房装置，便所ユニット，浴室ユニッ
ト，レンジフード及びその他の家庭用電熱用品類，洗い場付き浴槽，シャワー器具，洗面台
及び洗い場付き浴槽，浴槽，浴槽がま，その他の浴槽類，家庭用浄水器，水道蛇口用座
金，水道蛇口用ワッシャー，水道用栓，汚水浄化槽，家庭用汚水浄化槽，洗浄機能付き便
座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用椅子
【20】洗面化粧台，洗髪洗面化粧台，その他の家具，プラスチック製バルブ（機械要素に当
たるものを除く），カーテン金具，クッション，マットレス，家庭用水槽（金属製又は石製のも
のを除く），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く），つい立て，ハンガーボード，帽
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
【22】衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿
【24】織物（畳べり地を除く。），メリヤス生地，フェルト及び不織布，かや，敷布，布団，布団
カバー，布団側，まくらカバー，毛布
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，ず
きん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.06 願書
2005.04.06 認定･付加情報
2005.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 拒絶査定

通常:
2005-028471
標準

通常:
2005-030393
標準

通常:
2005-030394
標準

11,20

46

さがるん棚

通常:
2005-030395
標準

20,22,24,25

47

サーモウール

通常:
2005-030744
標準

20

48

【20】まくら

ＳＯＦＴ ＷＨＥＲＥ ＹＯＵ ＷＡ
ＮＴ ＩＴ ＡＮＤ ＦＩＲＭ ＷＨＥＲ 優先 2005-030912
Ｅ ＹＯＵ ＮＥＥＤ ＩＴ

※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

【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

11,20

45

指定商品・役務

16,41
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【中間記録情報】
[審査]
2005.04.06 願書
2005.04.06 認定･付加情報
2005.12.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.20 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.06 願書
2005.04.06 認定･付加情報
2005.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.07 願書
2005.04.07 認定･付加情報
2005.08.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.26 意見書
2005.09.27 認定･付加情報
2005.10.26 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.07 願書
2005.04.07 優先権証明書提出書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.05.17 出願番号特定通知書
2005.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.01 意見書
2006.03.28 拒絶査定

2006/7/28
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３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

49

50

商標（見本）

商標

江東

ＰＥＡＫ ＰＩＬＡＴＥＳ

種別 出願番号

区分

お仕立てパーソナルブック

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.28 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

09,16

【09】コンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品，ピラティス式体
操を主題・内容とする運動・フィジカルセラピー・フィットネス・ボディコンディショニング・柔軟
トレーニングを題材とした録音又は録画済みの記録媒体，レコード，メトロノーム，電子楽器
用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ピラティス式体操を主題・
内容とする映写フィルム，ピラティス式体操を主題・内容とするスライドフィルム，スライド
フィルム用マウント，ピラティス式体操を主題・内容とする録画済みビデオディスク及びビデ
オテープ，ピラティス式体操を主題・内容とする電子出版物
【16】文房具類，ピラティス式体操を主題・内容とする運動・フィジカルセラピー・フィットネス・
ボディコンディショニング・柔軟トレーニングの指導に関するマニュアル，ピラティス式体操を
【16】書籍

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.08 願書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.13 手続補正書
2006.02.13 意見書
2006.03.24 拒絶査定

通常 2005-031014

通常:
2005-031186
標準

通常:
2005-031254
標準

16

52

お仕立てパーソナル絵本

通常:
2005-031255
標準

09,28

53

バトルモード＼ＢＡＴＴＬＥ ＭＯ
通常 2005-031733
ＤＥ

16

54

ゼロ＼０コスト集客術

通常 2005-031988

※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

【16】印刷物，定期刊行物，書画

16

51

指定商品・役務

16

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.08 願書
2005.04.08 手続補足書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.21 手続補正書
2005.12.21 手続補足書
2005.12.21 意見書
【16】絵本
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.08 願書
2005.04.08 手続補足書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.21 手続補正書
2005.12.21 手続補足書
2005.12.21 意見書
【09】業務用テレビゲーム機，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおも 【中間記録情報】
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ [審査]
2005.04.11 願書
ＯＭ，スロットマシン，レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及
びＣＤ－ＲＯＭ，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，携帯電話機又は 2005.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
簡易型携帯電話機による通信を用いて行うダウンロード可能な電話着信メロディー，携帯 項16号)
2006.03.07 拒絶査定
電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うダウンロード可能な待ち受け画面
用の画像，携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うダウンロード可能
な動画，ぱちんこ式スロットマシンその他のスロットマシン及びその部品・付属品，ぱちん
こ・パチスロに関する業務用テレビゲーム機，ぱちんこ・パチスロに関する家庭用テレビ
【16】印刷物，書画，写真，写真立て
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.11 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

55

56

57

商標（見本）

商標

ＩＤブラシ

東京の木の紙

パソナの法則

種別 出願番号

区分

59

60

ＰＡＳＯＮＡの法則

フライトケース

ノナカ フライトケース

16

【16】紙類，紙製包装用容器，印刷物，文房具類，型紙，紙製テーブルクロス，紙製テーブ 【中間記録情報】
[審査]
ルナプキン，紙製のぼり，紙製旗，荷札，遊戯用カード
2005.03.31 願書
2005.04.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.03 拒絶査定

09,16,35,41

15

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.14 願書
2005.04.22 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.11.02 刊行物等提出書
2005.12.01 認定･付加情報
2005.12.09 刊行物等提出による通知書
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.14 願書
2005.04.22 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.11.02 刊行物等提出書
2005.12.09 刊行物等提出による通知書
2006.03.03 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.14 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 意見書
2006.03.22 拒絶査定

15

【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.14 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 意見書
2006.03.22 拒絶査定

通常:
2005-032688
標準

通常:
2005-033143
標準

通常:
2005-033214
標準

通常:
2005-033215
標準

通常:
2005-033346
標準

通常:
2005-033347
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

【21】歯間ブラシ，歯ブラシ

09,16,35,41

58

指定商品・役務

21
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【中間記録情報】
[審査]
2005.04.13 願書
2005.04.13 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

2006/7/28
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３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

61

62

63

64

65

66

商標（見本）

商標

パックケース

ノナカ パックケース

シアツ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.14 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 意見書
2006.03.22 拒絶査定

15

【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.14 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 意見書
2006.03.22 拒絶査定

20

16

【20】たんす類，机類，いす類，鏡，いこう，おもちゃ箱，傘立て，げた箱，書棚，宅配ボック
ス，陳列棚，つり床，長持，文庫，宝石箱（貴金属製のものを除く。），本立て，本箱，マガジ
ンラック，ロッカー，貯蔵槽類（金属製又は石製のものを除く。），プラスチック製バルブ（機
械要素に当たるものを除く。），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。），木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，輸送用コンテナ
（金属製のものを除く。），葬祭用具，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣
箱，クッション，座布団，まくら，アドバルーン，犬小屋，うちわ，屋内用ブラインド，買物か
【16】印刷物，カタログ，カレンダー，雑誌，パンフレット，絵はがき

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.04.15 認定･付加情報
2005.11.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.16 手続補正書
2005.12.16 意見書
2005.12.19 認定･付加情報
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.05 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.10 拒絶査定

16

【16】印刷物，カタログ，カレンダー，雑誌，パンフレット，絵はがき

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.05 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.10 拒絶査定

16,35,41

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
【中間記録情報】
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス， [審査]
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写 2005.04.19 願書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2005.04.19 認定･付加情報
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製 2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗， 条1項11号を除く))
観賞魚用水槽及びその付属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手 2006.03.03 拒絶査定
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て

通常:
2005-033348
標準

通常:
2005-033431
標準

通常:
2005-033835
標準

オリックス・バッファローズ＼優
通常 2005-034147
勝

ソフトバンク・ホークス＼優勝

世界環境都市

通常 2005-034148

通常:
2005-034661
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

15
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No.

67

68

69

70

71

商標（見本）

商標

ドライ接着

クールピンク

ハニーオレンジ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.19 願書
2005.04.19 認定･付加情報
2005.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.16 拒絶査定

16

【16】紙類，文房具類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.21 願書
2005.04.21 認定･付加情報
2005.09.01 代理人辞任届
2005.09.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

16

【16】紙類，文房具類

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.21 願書
2005.04.21 認定･付加情報
2005.09.01 代理人辞任届
2005.09.01 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.03 拒絶査定

09,16

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子百科事典
【16】百科事典

16

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【16】印刷物，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写
真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッ
チキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，
凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式
鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイ
ルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼ
り，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプ
キン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロ
ス，紙類，文房具類，書画，写真，写真立て

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.22 願書
2005.04.22 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.25 手続補正書
2005.11.25 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.22 願書
2005.04.25 認定･付加情報
2005.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.26 意見書
2005.12.26 代理人受任届
2005.12.27 認定･付加情報
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.22 願書
2005.05.19 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.03 拒絶査定

通常:
2005-034874
標準

通常:
2005-035682
標準

通常:
2005-035683
標準

しょふたろう＼書府太郎＼ショフ
通常 2005-036282
タロウ

ひとつぼ展

カラフル文庫

分割:
2005-036399
標準

通常:
2005-036427
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】のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
【16】文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着剤

16

72

指定商品・役務
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No.

73

74

75

76

77

商標（見本）

商標

ソフトバンク＼優勝

森林浴ベッド

和調

武器屋

地域安全マップ

種別 出願番号

区分

ＦＬＩＧＨＴ ＣＡＳＥ

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.12 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.03 拒絶査定

20

【20】寝台

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.26 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.03 拒絶査定

20

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.28 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.17 拒絶査定

08,28

【08】手動利器
【28】運動用具、おもちゃ、人形

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.18 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 拒絶査定

16

【16】地域安全マップに関係した内容の地図，地域安全マップに関係した内容の書籍，地域
安全マップに関係した内容の小冊子，地域安全マップに関係した内容の教材（器具に当た
るものを除く。），地域安全マップに関係した内容の印刷物」および第４１類「地域安全マッ
プに関係した内容のセミナー・シンポジウム・研修会・会議の企画・運営又は開催，地域安
全マップに関係した内容の各種講座及びセミナーの企画・運営又は開催，地域安全マップ
に関係したセミナーの企画・運営又は開催，地域安全マップに関係した電子出版物の提
供，地域安全マップに関係した図書及び記録の供覧，地域安全マップに関係した放送番組
の制作，地域安全マップに関係した教育・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。），地域安全マップに関係した映写フィルムの貸与，地域安
【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.05.10 認定･付加情報
2005.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.31 手続補正書
2006.01.31 手続補足書
2006.01.31 認定･付加情報
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 意見書
2006.03.22 拒絶査定

通常 2005-036548

通常:
2005-037408
標準

分割:
2005-038464
標準

通常:
2005-038929
標準

通常:
2005-039155
標準

通常:
2005-039344
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

【16】印刷物，絵はがき，カタログ，カレンダー，雑誌，パンフレット

15

78

指定商品・役務
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No.

79

80

81

82

商標（見本）

商標

ＰＡＣＫ ＣＡＳＥ

ＮＯＮＡＫＡ ＦＬＩＧＨＴ ＣＡＳＥ

ＮＯＮＡＫＡ ＰＡＣＫ ＣＡＳＥ

包装百貨店

種別 出願番号

区分

アンズ

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 意見書
2006.03.22 拒絶査定

15

【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 意見書
2006.03.22 拒絶査定

15

【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.02 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 意見書
2006.03.28 拒絶査定

16

【16】プラスチック製包装用袋，紙製包装用袋，その他の紙製包装用容器，家庭用食品包
装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，事務用又は家庭用ののり
及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インク
リボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図
用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計
器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児
用おしめ，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛
生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷し
たくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写
【03】せっけん類，化粧品，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベン
ジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，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，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，歯磨き，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ
毛
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【16】和紙，絵はがき，絵画，版画，カレンダー

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.06 願書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.07 拒絶査定
2006.03.17 手続補正書
2006.06.15 手続補正書

通常:
2005-039345
標準

通常:
2005-039346
標準

通常:
2005-039347
標準

通常 2005-039514

通常 2005-039668

16

84

光触媒エコアート

通常:
2005-039822
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

【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機

03,05,10,21,29,30,3
2
83

指定商品・役務
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.06 願書
2005.06.25 刊行物等提出書
2005.07.28 認定･付加情報
2005.08.02 刊行物等提出による通知書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.07 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.19 願書
2005.05.20 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定
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85

86

87

88

89

90

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】紙類，文房具類

28

【28】人形

28

【28】人形

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.20 願書
2005.06.17 手続補正指令書(出願)
2005.06.24 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.20 願書
2005.05.18 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

16

【16】書画

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.22 願書
2005.05.19 認定･付加情報
2005.05.27 認定情報通知書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.03 拒絶査定

16

【16】封筒用紙

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.23 願書
2005.06.24 手続補正指令書(出願)
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.26 手続補正書
2006.03.31 拒絶査定

ＳＨＩＮＥ ＦＡＣＥ＼シャインフェ
通常 2005-040298
イス

昭和のこどもたち

昭和のこどもたち

直列取付

木絵

ＹＯＵ 夢 ＭＥ

通常 2005-040299

通常 2005-040300

通常 2005-040324

通常 2005-041165

通常:
2005-041167
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

16
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【中間記録情報】
[審査]
2005.04.20 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.11 代理人受任届
2006.01.11 手続補足書
2006.01.17 意見書
2006.02.08 認定･付加情報
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.20 願書
2005.05.17 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定
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No.

91

92

93

商標（見本）

商標

ＮＥＴ－１

ｅフォトブック

健康メニュー

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.23 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.03 拒絶査定

09,16,41

【09】電子出版物
【16】印刷物，書画，写真集
【41】インターネットを介して行う電子出版物の製作・提供

16

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.05.16 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.11 意見書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 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)
2006.03.31 拒絶査定

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンド 【中間記録情報】
[審査]
ゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，マージャン用具，遊戯用器
2005.05.16 願書
具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具
2005.05.16 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.20 意見書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶査定
【28】運動用具
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.16 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.28 拒絶査定

通常 2005-041194

通常:
2005-041507
標準

通常 2005-041535

ドリフト ラジコン＼ＤＲＩＦＴ ＲＡ
通常 2005-042260
ＤＩＣＯＮ＼Ｄｒｉｆｔ Ｒａｄｉｃｏｎ

28

95

ティーボード＼ＴＢＯＡＲＤ

通常 2005-042605

09,16,35,40,41,42

96

歌詞画＼かしが

通常 2005-043156

※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

【28】バドミントン競技用ネット、その他の競技用ネット防球用ネット

28

94

指定商品・役務

28

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 [審査]
2005.04.28 願書
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
条1項11号を除く))
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
2006.03.31 拒絶査定
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
27

97

琉球畳

指定商品・役務
【27】畳類

通常 2005-043160

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.28 願書
2005.11.09 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 拒絶査定

03,05,11,16,18,20,2 【03】せっけん類，化粧品，香料類
【05】薬剤，衛生マスク，生理用ショーツ
3,24,27,28,37
98

ＣＯＯＬＢＩＺ クールビズ

通常:
2005-043305
標準

16

99

図形商標

通常 2005-043686

16

100

私の頭の中の消しゴム

通常 2005-043687

02,17,19,20

101

低ＶＯＣ

通常:
2005-043797
標準

28

102

リアルダイキャスト

【中間記録情報】
[審査]
【11】業務用冷房装置，家庭用電熱用品類
2005.05.18 願書
【16】衛生手ふき，紙製タオル，紙類，文房具類
2005.05.18 認定･付加情報
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【18】かばん類，傘
【20】クッション，まくら，うちわ，家具，屋内用ブラインド，つい立て
条1項11号を除く))
【23】糸
2006.03.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【24】織物，メリヤス生地，布製身の回り品，敷布，布団，ふきん，カーテン
2006.03.09 拒絶査定
【27】洗い場用マット，敷物，壁掛け，人工芝，壁紙
2006.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【16】漫画本及び小説本
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.06 願書
2005.06.10 手続補正指令書(出願)
2005.06.22 手続補正書(方式)
2005.08.08 認定･付加情報
2005.08.08 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
【16】漫画本及び小説本
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.06 願書
2005.06.10 手続補正指令書(出願)
2005.06.22 手続補正書(方式)
2005.08.04 認定･付加情報
2005.08.04 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
【02】塗料
【中間記録情報】
【17】プラスチック基礎製品
[審査]
【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専 2005.05.19 願書
用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用 2005.05.24 認定･付加情報
の専用材料，建築用仕上げ塗材
2005.12.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
【20】家具
2006.03.03 拒絶査定
【28】金属製玩具

通常 2005-044314

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.20 願書
2005.05.26 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

103

104

105

106

107

108

商標（見本）

商標

絵馬 ストラップ

スグね?ル

おうちごはん

日本観光文化遺産

アジア観光文化遺産

世界観光文化遺産

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【21】お守り

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.09 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

20

【20】寝台，クッション，座布団，まくら，マットレス，揺りかご，愛玩動物用ベッド

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2005.05.25 認定･付加情報
2005.05.26 認定情報通知書
2005.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.15 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2005.05.23 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.24 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.10 願書
2005.05.31 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.10 願書
2005.06.07 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.10 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定

通常:
2005-044738
標準

通常:
2005-044829
標準

通常:
2005-044879
標準

通常 2005-045180

通常 2005-045181

通常 2005-045182

※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

21
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No.

109

110

111

112

113

114

商標（見本）

商標

薩摩布袋

瓢箪枕

ピンズアート

メタルアート

びじゅある攻略本

芸能あきた

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【28】釣り具

20

【20】枕

28

【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ 【中間記録情報】
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー [審査]
2005.05.24 願書
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.22 拒絶査定

28

【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ 【中間記録情報】
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー [審査]
2005.05.24 願書
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.22 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.11 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

通常 2005-045184

通常:
2005-045226
標準

通常:
2005-045334
標準

通常:
2005-045336
標準

通常:
2005-045574
標準

通常:
2005-045625
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

28
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.09 願書
2005.06.03 手続補正指令書(出願)
2005.06.14 手続補正書
2005.07.25 認定･付加情報
2005.07.25 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2005.05.24 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.17 拒絶査定
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No.

115

116

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.11 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.24 拒絶査定

20

【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），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（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，木製の包装用容器（「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除
く。），竹製の包装用容器，副食を収納するためのプラスチック製の容器，紙とプラスチック
フィルムを貼り合わせて形成された副食を収容するための容器，コルク製栓，プラスチック
【10】運動療法用機械器具，その他の医療用機械器具
【28】リハビリテーション用ペダル運動装置（「医療用機械器具」に属するものを除く。），運
動用具

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.05.25 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.31 拒絶査定

【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させ
た記憶媒体，業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，写真機械器具，映画機械器具，
光学機械器具，測定機械器具，電池，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，携
帯電話用ストラップ，デジタルカメラ，デジタルビデオカメラ，ビデオカメラ，電子スチールカメ
ラ並びにこれらの部品及び附属品，電気通信機械器具，ダウンロード可能な電子計算機用
プログラム，その他の電子計算機用プログラム，電子計算機用プログラムを記憶させた記
憶媒体，電子計算機用周辺機器，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビ
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体，電子計算機ネットワークを通じてダ
ウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，家庭用テレビゲームお
【28】ラケット

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.27 拒絶査定

抗菌断熱くん＼コーキン断熱く
通常 2005-045643
ん＼こーきん断熱くん

セイフティ エコ ケース＼Ｓａｆｅ
通常 2005-045888
ｔｙ Ｅｃｏ Ｃａｓｅ

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ－１

通常:
2005-045927
標準

16

118

医学育児書

通常:
2005-045939
標準

09,16

119

ＳｉｄｅＢ

通常:
2005-046057
標準

28

120

サムグリップラケット

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.27 手続補正書
2006.01.27 意見書
2006.01.27 手続補足書
2006.02.23 認定･付加情報
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，電気式鉛筆削り，紙製幼児用おしめ，紙製包 【中間記録情報】
装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋， [審査]
2005.05.25 願書
型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，
紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おも 2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
ちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2006.03.24 拒絶査定

通常:
2005-046068
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

【02】塗料
【17】断熱材

10,28

117

指定商品・役務

02,17
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.05.27 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 拒絶査定

2006/7/28
22／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

121

122

商標（見本）

商標

おそうじクロス

料理が楽しくなります

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

21

【21】雑巾，その他清掃用品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2005.06.14 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.31 拒絶査定

11,16

【11】加熱調理
【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.13 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.06 手続補正書
2006.03.31 拒絶査定

通常:
2005-046172
標準

通常 2005-046177

03,16,18,24,25,27,2 【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]
8,34
123

ＤＯＮＧ ＧＡＭ

通常:
2005-046231
標準

28

124

ＨＯＯＫ ＳＴＯＲＡＧＥ

通常:
2005-047072
標準

10,25,28

125

着るサポーター

通常:
2005-047086
標準

16

126

夢かなえる

通常:
2005-047515
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。

2005.05.25 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.05.26 認定･付加情報
毛
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス， 2006.03.22 拒絶査定
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【28】釣り具
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.27 願書
2005.05.27 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定
2006.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【10】医療用サポーター，医療用サポーター付き健康帯，医療用サポーター付き拘束服，医
療用サポーター付き副木，医療用サポーター付き脱肛痔バンド，医療用サポーター付き脱
腸帯，医療用サポーター付き弾性靴下，医療用サポーター付き椎骨矯正器，医療用サ
ポーター付き腹帯，医療用サポーター付き歩行補助器，医療用サポーター付き骨接合用
器具，医療用サポーター付き支持包帯
【25】保温用サポーター，保温用サポーター付き下着，保温用サポーター付き靴下，その他
の保温用サポーター付き被服，保温用サポーター付きガーター，保温用サポーター付き靴
下止め，保温用サポーター付きズボンつり，保温用サポーター付きバンド，保温用サポー
ター付きベルト，保温用サポーター付き履物，保温用サポーター付き仮装用衣服，保温用
【16】紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック
製ごみ収集用袋，衛生手ふき，型紙，紙製タオル，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプ
キン，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャ
コ，荷札，印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，青写真複写機，あて名印刷機，印刷用インテル，印字用インクリボン，活字，自動印紙
はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，装飾塗工用
ブラシ，タイプライター，チェックライター，謄写機，凸版複写機，文書細断機，封ろう，マー
キング用孔開型板，郵便料金計器，輪転謄写機，観賞魚用水槽及びその附属品
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.27 願書
2005.05.27 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定

2006/7/28
23／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,41,42

127

ＶＤＭ

通常:
2005-048846
標準

16

128

横隔膜ダイエット

メモッ得＼ＭＥＭＯＴＴＯＫＵ

通常 2005-049927

09,16,25,28,30

130

下町エイリアン パピピピプピ

通常:
2005-050482
標準

09,16,35,38,41

131

イーコーチ／ｅ－ｃｏａｃｈ

通常 2005-050976

09,16,35,38,41

132

コーチメール／Ｃｏａｃｈ Ｍａｉｌ／
通常 2005-050978
＼Ｃｏａｃｈ Ｍ＠ｉｌ

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

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.20 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)
2006.03.03 拒絶査定

【09】測定機械器具，電池，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，救命用
具，電気通信機械器具，レコード，電子応用機械器具及びその部品，スロットマシン，電気
アイロン，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディ
スク及びビデオテープ，自動販売機，ウエットスーツ，浮袋，水泳用浮き板，家庭用テレビ
ゲームおもちゃ，メトロノーム，業務用テレビゲーム機，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子楽器用自動演奏プログラムを
記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物
【16】文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青
写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，電子応用機械器具及
びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲー
ムおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シミュ
レーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用
信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，火災報知機，
【09】乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器
具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の
機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロ
ン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用
手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用
【09】乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器
具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の
機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロ
ン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部
品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用
手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2005.07.08 手続補正指令書(出願)
2005.07.21 上申書
2005.09.08 認定･付加情報
2005.09.08 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.06 願書
2005.06.08 認定･付加情報
2005.12.19 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))
2006.03.15 拒絶査定

通常:
2005-048989
標準

09,16

129

指定商品・役務
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く），紙製テーブルクロス，紙類，文房
具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【16】雑誌・書籍・カタログその他の印刷物
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.02 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.01.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.03 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.26 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.03.03 拒絶査定

2006/7/28
24／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,02,17,19,20,37

133

超低ＶＯＣ

通常:
2005-051080
標準

20

134

勝野式お医者さんの低反発円 通常:
2005-051269
座クッション
標準

20,24

135

136

137

138

ノックアウトモスキートマットレス

ノックダウンモスキートマットレス

ノンウォーターマットレス

Ｂａｋｕｈａｎｓｅｋｉ＼ＷＡＴＥＲ

通常:
2005-051330
標準

指定商品・役務
【01】のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
【02】塗料
【17】プラスチック基礎製品
【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専
用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用
の専用材料，建築用仕上げ塗材
【20】家具
【37】建築一式工事，土木一式工事，舗装工事，左官工事，大工工事，塗装工事，内装仕
上工事，防水工事
【20】低反発素材を使用した円座クッション

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.08 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.02.09 手続補正書
2006.02.09 手続補足書
2006.02.09 意見書
2006.03.09 認定･付加情報
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，家
【中間記録情報】
具，揺りかご，幼児用歩行器，スリーピングバッグ
[審査]
2005.06.08 願書
【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
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
2005.06.08 認定･付加情報
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，
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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，
2006.03.17 拒絶査定
ビリヤードクロス，布製ラベル

20,24

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，家
【中間記録情報】
具，揺りかご，幼児用歩行器，スリーピングバッグ
[審査]
2005.06.08 願書
【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
2005.06.08 認定･付加情報
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
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.03.17 拒絶査定
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

20,24

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，家
【中間記録情報】
具，揺りかご，幼児用歩行器，スリーピングバッグ
[審査]
【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
2005.06.08 願書
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
2005.06.08 認定･付加情報
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，
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.03.17 拒絶査定
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

09,20,37

【09】自動販売機
【20】プラスチック製の水の保存容器
【37】自動販売機の修理又は保守

通常:
2005-051331
標準

通常:
2005-051332
標準

通常 2005-052228

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

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.08 願書
2005.06.08 認定･付加情報
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 拒絶査定
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.14 拒絶査定

2006/7/28
25／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

139

140

141

142

143

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.27 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.27 拒絶査定

05,21

【05】ゲルマニウムを含んだ入浴剤
【21】化粧用具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.24 拒絶査定

09,18,25,28

【09】眼鏡
【中間記録情報】
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ
[審査]
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動 2005.06.13 願書
用特殊靴
2005.06.13 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【28】運動用具
2006.03.24 拒絶査定

09,16,35,38,41,42

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム，電
子出版物
【16】印刷物
【35】広告，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，テレビ番組の視聴者満足度に関
する情報の提供
【38】電気通信（放送を除く。），放送，電子掲示板による通信，電子メールによる通信，電
子計算機によるメッセージ・音声及び映像の送信，放送及び放送番組表に関する情報の提
供，放送番組を録画するための予約コードを付した放送番組情報の提供，録画した放送番
組を再生するための再生コードを付した放送番組情報の提供
【16】色票，その他の印刷物

ベビーカー絵本 ベビーカーえ 通常:
2005-052248
ほん
標準

ベビーカーブック

ＳＴＯＮＥＳＰＡ＼ストーンスパ

ＮＥＭＥＡ＼ネメア

テレビブログ

通常:
2005-052249
標準

通常 2005-052320

通常 2005-052786

通常:
2005-053065
標準

ＳＫＩＮ ＴＯＮＥ ＣＯＬＯＲ＼スキ
通常 2005-053205
ン トーン カラー

※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

【16】印刷物

16

144

指定商品・役務

16
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.13 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.24 拒絶査定
2006.06.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2005.12.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.29 拒絶査定

2006/7/28
26／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

145

146

商標（見本）

商標

室内専用ふとん干し

快眠ＲＯＯＭ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【21】室内専用のふとん干し

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.14 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.22 手続補正書
2006.02.22 意見書
2006.03.17 拒絶査定

19,20,24,37,42

【19】石灰製の壁用又は壁材用の建築専用材料
【20】家具，クッション，座布団，まくら，マットレス
【24】布団，布団カバー，毛布，カーテン，テーブル掛け，その他布製身の回り品
【37】建設工事，建築工事に関する助言
【42】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，機械器具に関する試験又は研究

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2005.11.25 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 審査用メモ(実体審査)
2006.01.12 手続補正書
2006.01.12 意見書
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2005.11.25 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))
2005.12.07 手続補正書
2005.12.07 意見書
2006.03.31 拒絶査定

通常 2005-053399

通常:
2005-054015
標準

16,30,31,32,36,37,3 【16】紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック
製ごみ収集用袋，衛生手ふき，型紙，紙製タオル，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプ
9,40,42,43,44
147

ＯＺＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

通常:
2005-054610
標準

21

148

ＴＫ植栽マット

通常 2005-057516

03,04,05,08,14,16,1
8,20,21,22,24,25,26,
27,28
149

ＭＡＵＮＡＬＯＡ

通常 2005-058283

09,16,35,38,41,42

150

未来日記

通常 2005-058339

※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

21

キン，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャ
コ，荷札，印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，青写真複写機，あて名印刷機，印刷用インテル，印字用インクリボン，活字，自動印紙
はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，装飾塗工用
ブラシ，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，封ろう，マー
キング用孔開型板，郵便料金計器，輪転謄写機，観賞魚用水槽及びその附属品
【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
【21】土表面に被覆する防草シート
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.22 意見書
2006.03.03 拒絶査定

【03】つけまつ毛用接着剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，ボディローション，ボディミルク，
香料類，アロマオイル，つけづめ，つけまつ毛，綿棒
【04】ろう，ランプ用灯しん，ろうそく
【05】ばんそうこう
【08】スプーン，フォーク，ペディキュアセット，マニキュアセット
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製宝石箱，身飾品（カフスボタン除く），カフスボタン，
貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパク
ト，時計
【16】紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，型紙，裁縫用チャコ，衛生手ふき，紙製
【09】ＥＰレコード，ＬＰレコード，録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済
みのコンパクトディスク，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－
ＲＯＭ，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マ
ウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】絵はがき，楽譜，歌集，カタログ，カレンダー，雑誌，書籍，新聞，地図，日記帳，
ニューズレター，パンフレット，アルバム，カード，スケッチブック，手帳，ノートブック，便せ
ん，封筒，名刺用紙，用せん，ルーズリーフ用紙，鉛筆，キャップ，サインペン，シャープペ
ンシル，フエルトペン，ボールペン，万年筆，下げ札，シール，しおり，下敷き，定規，状差
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.15 願書
2005.12.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.17 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.13 願書
2005.07.11 認定･付加情報
2005.07.15 認定情報通知書
2005.11.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)

2006/7/28
27／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

151

152

153

商標（見本）

商標

割烹自助食器

§Ｓｅｃｕｒｅｄｅｓｉｇｎ

書く 消す 貼る

種別 出願番号

区分

メタルカードプレート

20

【20】家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ，キャスター（金属製のものを除く。）

16

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インク 【中間記録情報】
リボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図 [審査]
2005.07.01 願書
用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計
2005.07.01 認定･付加情報
器，輪転謄写機，紙類，文房具類
2005.09.01 代理人辞任届
2005.09.01 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.24 意見書
2006.02.24 認定･付加情報
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂 【中間記録情報】
[審査]
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶 2005.07.01 願書
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原 2005.07.01 認定･付加情報
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具 2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ， 項16号)
人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲー 2006.03.29 出願人名義変更届(一般承継)
ム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊 2006.03.29 拒絶査定
戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【16】雑誌，書籍，パンフレット，カレンダー
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.21 願書
2005.07.11 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.01 代理人受任届
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.10 手続補正書
2006.02.10 認定･付加情報
【09】レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映 【中間記録情報】
写フィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
[審査]
【16】印刷物，書画，写真
2005.07.05 願書
2005.07.19 認定･付加情報
【41】セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品
の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行 2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.02.20 意見書
2006.02.22 手続補足書
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・
2006.03.23 認定･付加情報
広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映写フィルムの貸与，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，書画の貸与， 2006.03.31 拒絶査定

通常:
2005-059183
標準

通常 2005-059484

通常 2005-060377

通常:
2005-060429
標準

16

155

国民投稿

通常 2005-060481

09,16,41

156

感動

分割:
2005-061618
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

【14】貴金属製食器類
【21】食器類（貴金属製のものを除く。）

14,28

154

指定商品・役務

14,21
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2005.06.29 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.10 手続補正書
2006.02.10 意見書
2006.02.13 認定･付加情報
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.30 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.14 意見書
2006.03.03 拒絶査定

2006/7/28
28／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
12,20,25

157

幸せ環境

通常:
2005-062319
標準

09,16,35,38,41,42

158

ＩＢＩＣ

通常:
2005-065326
標準

09,28

159

やっぱりいいね

通常:
2005-068577
標準

01,17,22

160

シナノカーボン＼ＳＨＩＮＡＮＯ
ＣＡＲＢＯＮ

通常 2005-069115

09,16,40,41,42

161

ＮＣＬ

通常:
2005-069918
標準

20

162

蚊よけうちわ

指定商品・役務
【12】車いす，妊婦用シートベルト補助具，自動車用チャイルドシート，その他の自動車並び
にその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，折畳み式
乳母車，その他の乳母車，乳母車の部品及び附属品，人力車，そり，老人用の歩行補助
車，老人用手押し車，その他の手押し車，荷車，馬車，リヤカー
【20】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，木製・
竹製又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。），うちわ，せん
す，帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，ハンガーボード，タオル用ディスペン
サー（金属製のものを除く。），家庭用介護ベッド，ベビーベッド，その他のベッド，育児い
す，その他の家具，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
【09】コンピュータプログラムを記録したＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ，音声を記録したＣＤ－ＲＯＭ・Ｄ
ＶＤ，映像を記録したＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ，インターネットを使ってダウンロード可能な動画，
電子出版物，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），理化学機械器具，写真機械器
具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及び
ケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応
用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，ロケット，事故防護用手袋，防じんマス
ク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，ス
ライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【16】雑誌，書籍，その他の印刷物，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，電気式鉛筆削
【09】業務用コイン投入式テレビゲーム機，業務用磁気カード式テレビゲーム機，業務用テ
レビゲーム機の筐体，業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させた電子回路・光ディ
スク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＲＯＭカートリッ
ジ・ＤＶＤその他の記憶媒体及びダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム，
業務用テレビゲーム機の部品及び付属品，その他の業務用テレビゲーム機，スロットマシ
ン，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯ
Ｍ・ＲＯＭカートリッジ・ＤＶＤその他の記憶媒体及びダウンロード可能な家庭用テレビゲー
ムおもちゃ用プログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
【01】粉末炭素，その他の炭素・炭素化合物・有機化合物，有機合成素材からなるのり及び
接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），有機合成素材からなる植物成長調整剤類，
有機合成素材からなる肥料，有機合成素材からなる陶磁器用釉薬，有機合成高級脂肪
酸，炭素をもって精錬された非鉄金属，炭素をもって精錬された非金属鉱物，有機合成写
真材料，有機合成素材からなる試験紙，有機合成素材からなる人工甘味料，有機合成素
材からなる工業用粉類，原料プラスチック，有機合成素材からなるパルプ
【17】炭素繊維（織物用のものを除く。），その他の有機合成素材からなる石綿，有機合成
素材からなる岩石繊維，有機合成素材からなる鉱さい綿，有機合成素材からなる雲母，合
成ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ（機械要素に当たるものを除く。），有機合成
【09】電子応用機械器具及びその部品，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン
発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，
写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコー
ダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェッ
ク装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用
具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏
れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標
識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉
自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理
【20】うちわ

通常:
2005-077979
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.07.15 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.03.08 手続補正書
2006.03.08 意見書
2006.03.09 認定･付加情報
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.26 願書
2006.02.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.17 意見書
2006.03.17 手続補足書
2006.03.29 拒絶査定
2006.04.17 認定･付加情報
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.26 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.07 手続補正書
2006.03.07 意見書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.17 認定情報通知書
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.28 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.01.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.15 手続補正書
【中間記録情報】
[審査]
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.16 手続補正書
2006.03.16 意見書
2006.03.24 拒絶査定

2006/7/28
29／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19,24,27,37

163

イーウェイブシールド＼ｅ－ＷＡ
通常 2005-080042
ＶＥＳＨＩＥＬＤ

※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

【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，プラスチック製壁板，プラ
スチック製タイル，プラスチック製床板，塩化ビニール製建築専用材料，塩化ビニール製壁
板，塩化ビニール製タイル，塩化ビニール製床板，合成建築専用材料，アスファルト及びア
スファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，
しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用
材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），木材，建築用ガラス，建具（金属製のも
のを除く。），石こうの板，リノリユーム製シート状建築専用材料，プラスチック製シート状建
築専用材料，塩化ビニール製シート状建築専用材料，電磁波遮蔽層を有するリノリューム
製建築専用材料，電磁波遮蔽層を有するプラスチック製建築専用材料，電磁波遮蔽層を

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.15 手続補正書
2006.03.15 意見書
2006.03.16 認定･付加情報
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