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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

09,14,16,18,25,27,2 【09】サングラス，眼鏡ケース，その他の眼鏡
【14】時計
8

1

【16】文房具類
【18】かばん類，袋物，傘，乗馬用具
【25】タイツ，レオタード，オーバーオール，レッグウォーマー，チュチュ，ティーシャツ，水泳
着，スポーツシャツ，下着，その他の被服，ダンス靴，その他の履物，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴
【27】体操用マット
【28】運動用具

ｄａｎｓｅ＼ｄａｎｚａ＼ｄａｎｃｅ＼舞
通常 2004-032412
踏

16,35,41

2

ヒューマンリレーションマーケ
ティング＼ＨＵＭＡＮ ＲＥＬＡＴＩ 通常 2004-090349
ＯＮ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ

16,21

3

良縁結び

分割 2004-091473

※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]
2004.04.06 願書
2004.04.09 代理権変更届
2004.05.27 認定･付加情報
2004.10.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.01.04 期間延長請求書
2005.02.01 意見書
2005.04.27 手続補正書
2005.04.27 意見書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2006.04.14 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2004.10.01 願書
2004.10.06 手続補正書(方式)
2004.10.12 手続補正指令書(出願)
2004.10.15 上申書
2005.05.09 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2005.06.16 手続補正書
2005.06.16 意見書
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.10 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，書画，写真，写真立て
【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，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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，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
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
【16】印刷物（ただし、新聞，雑誌を除く。）
【中間記録情報】
[審査]
【21】お守り，おみくじ
2004.10.05 願書
2004.10.07 認定･付加情報
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.21 意見書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,41

4

がんばれ！店長

通常 2004-105571

16,41

5

はじめてシリーズ

通常 2004-107935

10,16

6

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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，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
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），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
【16】印刷物，書画，写真，文房具類
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽
の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，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。），スポーツの興
行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興
行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），小型自
動車競走の企画・運営又は開催，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，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，
遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影
【10】診断用機械器具
【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，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，紙製テーブルクロス，紙製幼児用おしめ，新聞，雑誌，書画，写真，写真立て，文
房具類，鑑賞魚用水槽及びその付属品

ヘルスカウント＼Ｈｅａｌｔｈ Ｃｏｕ
通常 2004-110922
ｎｔ＼健康度

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2004.11.18 願書
2004.11.19 認定･付加情報
2005.07.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.08 意見書
2005.08.11 認定･付加情報
2005.08.19 認定情報通知書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.04 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2004.11.11 願書
2004.12.06 認定･付加情報
2005.06.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.07.25 意見書
2006.04.14 拒絶査定
2006.07.14 手続補正書(方式)
【中間記録情報】
[審査]
2004.11.19 願書
2005.06.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.06.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.06.24 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.28 手続補正書
2005.08.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.08.26 手続補正指示書(審査官)
2005.08.26 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.09.05 手続補正書
2005.09.05 意見書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定
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No.

商標（見本）

7

8

9

10

11

12

商標

Ｃ１６０

花粉が取れて

付かなくなる

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），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動機（その部品を除く。），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，タイヤ又
はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【28】乗物のミニチュアモデル，自動車おもちゃ，ラジオコントロール式乗物おもちゃ，乗物模
型おもちゃ，その他の乗物おもちゃ，その他のおもちゃ

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.15 願書
2005.03.11 優先権証明書提出書
2005.04.11 認定･付加情報
2005.04.11 認定･付加情報
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.25 意見書
2005.10.25 手続補足書
2005.10.25 認定･付加情報
2005.11.28 認定･付加情報
2006.04.06 代理人辞任届
2006.04.10 拒絶査定
2006.06.16 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.27 認定･付加情報

05,20

【05】薬剤
【20】花粉除去機能を有する衣類カバー

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.02 願書
2005.07.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.04 意見書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定

05,20

【05】薬剤
【20】花粉除去機能を有する衣類カバー

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.02 願書
2005.07.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.04 意見書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.04.14 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
2005.08.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.23 手続補正書
2006.01.20 補正の却下の決定
2006.04.14 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
2005.08.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.23 手続補正書
2006.01.20 補正の却下の決定
2006.04.14 拒絶査定

16

【16】テディベア３Ｄ私製はがき，テディベア３Ｄカード

【中間記録情報】
[審査]
2004.12.27 願書
2005.08.05 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.08.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.22 意見書
2005.10.07 手続補正指令書(中間書類)
2005.10.12 手続補正書(方式)
2005.11.22 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶査定

優先 2004-114502

通常:
2004-114626
標準

通常:
2004-114627
標準

ＡＣＲＹＬＩＣＣＯＬＯＲＣＬＵＢ＼ア
通常 2004-119917
クリルカラークラブ

ＡＣＲＹＬＩＣＣＯＬＯＲＰＵＴＴＥＲ
＼アクリルカラーパター

通常 2004-119918

スリーディテディベア＼３ＤＴＥＤ
通常 2004-120247
ＤＹＢＥＡＲ

※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

12,28
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No.

13

14

商標（見本）

商標

エーゼット

チャクラ呼吸

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

20

区分

【20】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。），家
具，つい立て，びょうぶ

09,16,41,44

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.20 願書
2005.01.20 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)
2005.09.27 手続補正書
2005.09.27 手続補足書
2005.09.27 認定･付加情報
2005.09.27 意見書
2005.09.28 認定･付加情報
2005.10.27 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.01.14 願書
2005.06.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.06.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.07.01 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.08.26 手続補正書
2005.11.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

【09】映写フィルム，スライドフィルム，録画済みビデオディスク・ビデオテープ・コンパクトディ
スク・ミニディスク・ＤＶＤ及びビデオ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，携帯用液晶画面を利用したトレーニング用のコン
ピューター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
紙製の立て看板及び展示用パネルボード，印刷物，録音若しくは録画済みのコンパクト
ディスク・ミニディスク・ＤＶＤその他の記録媒体を付録として収容したマニュアル・書籍・楽
譜・歌集又は写真集
【41】ヨガ・健康法・ダイエット法・トレーニング・ストレッチ・技芸・スポーツ・体操・健康増進の
ための身体運動・姿勢若しくは歩き方を含めた動作に関する知識の教授又はそれらに関
する情報の提供，気功法の教授，能力開発法の教授，能力開発の指導及び教授，ヨガ・健
康法・ダイエット法・トレーニング・ストレッチ・技芸・スポーツ・体操・能力開発・健康増進の
ための身体運動・姿勢若しくは歩き方を含めた動作に関する講演会・セミナー・シンポジウ
ム・研究会の企画・運営又は開催，ヨガ・健康法・ダイエット・トレーニング・ストレッチ・ス
ポーツ・体操・能力開発・健康増進のための身体運動・姿勢及び歩き方を含めた動作を実
践するための運動施設の提供又はこれに関する情報の提供，ヨガ・健康法・ダイエット・ト
レーニング・ストレッチ・スポーツ・体操・能力開発・健康増進のための身体運動・姿勢及び
歩き方を含めた動作を実践するための娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供，ヨ
【20】座布団
【中間記録情報】
[審査]
2005.02.01 願書
2005.08.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.10.05 意見書
2005.10.06 手続補足書
2005.11.04 認定･付加情報
2006.04.11 拒絶査定
【28】おもちゃ，人形，運動用具，釣り具
【中間記録情報】
[審査]
2005.02.01 願書
2005.02.02 認定･付加情報
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.09.28 意見書
2005.09.28 代理人受任届
2005.10.05 認定･付加情報
2005.10.05 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定

通常:
2005-003748
標準

通常 2005-005744

20

15

エアロクッション

通常:
2005-007720
標準

28

16

アイブイサンサンマル＼ｉＶ３３０ 通常 2005-007747

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

17

18

19

20

21

商標（見本）

商標

投資暦

テーブルティッシュ

すきまボックス

バーチカルウッド

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】カレンダー

【中間記録情報】
[審査]
2005.01.21 願書
2005.08.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.28 意見書
2005.11.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.14 拒絶査定

21

【21】ティッシュケース

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.09 願書
2005.09.09 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.09.26 意見書
2005.11.11 手続補正指令書(中間書類)
2005.11.14 手続補正書(方式)
2005.12.21 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

20

【20】家具転倒防止用家具

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.02 願書
2005.03.15 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)
2005.11.09 手続補正書
2005.11.09 意見書
2005.11.10 認定･付加情報
2005.11.10 認定･付加情報
2005.11.11 上申書
2005.11.11 手続補足書
2005.11.14 認定･付加情報
2005.12.13 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定
2006.07.18 手続補正書
2006.07.18 手続補正書
2006.07.19 手続補足書

20

【20】屋内用ブラインド

【中間記録情報】
[審査]
2005.02.21 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.14 上申書
2005.11.25 意見書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶査定

34

【34】紙巻きたばこ，その他のたばこ

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.09 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.04 期間延長請求書
2006.01.27 意見書
2006.01.27 手続補足書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.04.11 拒絶査定

通常 2005-008246

通常:
2005-015393
標準

通常:
2005-017914
標準

通常 2005-018526

Ｍａｓｓｉｖｅ Ｆｌａｖｏｒ＼マッシブフ
通常 2005-020215
レーバー

※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
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,41

22

Ｗｏｒｌｄ Ｗｉｄｅ Ｊｏｂ＼ワールド
通常 2005-023450
ワイドジョブ

14,18,20,24,25,30

23

石見銀山＼いわみぎんざん

通常 2005-023514

21

24

スリーワン

指定商品・役務

中間記録

【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，ムック・叢書その他の印刷物，書画，写真，写真立て
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，商品の売買契約の媒介，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，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，転職に関する情報の提供，転職に関するコンサルタント，ワーキングホリデーに関
する情報の提供，自動販売機の貸与
【41】当せん金付証票の発売，通信教育における語学の教授，その他の技芸・スポーツ又
は知識の教授，資格検定試験に関する情報の提供，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，セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供，
動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，オンラインによるエッセーの提供，電気通信回線
を通じたマガジン・ニュースレターなどの電子出版物の提供，その他の電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・
演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，貴金属
製のがま口及び財布，宝玉及びその模造品，宝玉の原石，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
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，革ひも，
原革，原皮，なめし皮，毛皮
【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。），液体貯蔵槽，
工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，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，プラスチック製きょう木，プラスチック製包装用葉，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，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，きゃたつ及び
はしご（金属製のものを除く。），郵便受け（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
【21】栓抜

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.17 願書
2005.03.17 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.28 拒絶査定

通常 2005-024354

※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]
2005.03.17 願書
2005.03.24 認定･付加情報
2005.09.27 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))
2005.11.14 意見書
2005.11.14 手続補足書
2005.11.15 認定･付加情報
2005.12.13 認定･付加情報
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.18 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.03.07 願書
2005.05.13 手続補正指令書(出願)
2005.08.19 通知書(却下処分前通知)
2005.11.15 手続補正書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41,42

25

シーラチャンズ

通常 2005-024852

16

26

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.22 願書
2005.09.09 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))
2006.04.14 拒絶査定

【01】炭を含む化学剤・その他の炭を含む化学品，彩色された炭を含む原料プラスチック・
その他の炭を含む原料プラスチック
【02】炭を含む壁紙剥離剤，炭を含む媒染剤，炭を含む木材保存剤，炭を含む顔料，炭を
含む塗料，炭を含む印刷インキ，炭を含む絵の具，炭を含む防錆グリース，塗装用・装飾
用・印刷用又は美術用の炭を含む非鉄金属はく及び粉
【20】炭を含む衣服保管用カバー，ハンガーに掛けた衣服に使用する炭を含む衣服カバー
【24】炭を含むガーゼ生地，炭を含むメリヤス生地，炭を含むフェルト及び不織布，炭を含
むリネン製品用生地，炭を含む衛生用フランネル生地，炭を含む下着用生地，炭を含む靴
の内張り用生地，その他の炭を含む生地，炭を含む布地，炭を含むかや，炭を含む敷布，
炭を含む布団，炭を含む布団カバー，炭を含む布団側，炭を含むまくらカバー，炭を含む毛
布

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.06 願書
2005.04.06 認定･付加情報
2006.01.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.08 手続補正書
2006.03.08 意見書
2006.04.28 拒絶査定
2006.05.29 手続補正書

ＲＥＳＥＡＲＣＨ ＬＡＢ ＮＯＴＥＢ
通常 2005-027112
ＯＯＫ＼リサーチラボノート

01,02,20,24

27

指定商品・役務
【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
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－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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，
【16】ノート

イオンハイブリッド白竹炭

通常 2005-030497

※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]
2005.03.29 願書
2005.05.16 手続補正指令書(出願)
2005.05.17 手続補正書(方式)
2005.06.22 認定･付加情報
2005.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.28 意見書
2006.01.19 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.25 手続補正書(方式)
2006.01.26 認定･付加情報
2006.01.27 代表者選定届
2006.02.24 認定･付加情報
2006.04.11 拒絶査定
2006.07.18 手続補正書
2006.07.19 手続補足書

2007/3/1
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,42

28

秘密分散フォルダー

通常:
2005-030569
標準

01,21,40

29

ＹＯＵＲ ＬＩＦＥ ＮＥＥＤＳ ＩＴ．

優先:
2005-035386
標準

16

31

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.03.25 願書
2005.05.27 手続補正指令書(出願)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.28 拒絶査定

ボトル ｔｏ ボトル＼Ｂｏｔｔｌｅ ｔｏ
通常 2005-033840
Ｂｏｔｔｌｅ

09,15

30

指定商品・役務
【09】科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命
用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、
電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具，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
－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エ
アタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プロ
グラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，
スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】紙、紙製品及び事務用品，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
【01】化学品，原料プラスチック
【21】プラスチック製飲料用包装容器
【40】廃棄物の再生処理，材料処理情報の提供，産業廃棄物の処分

ドレミランド

通常:
2005-035802
標準

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.15 願書
2005.11.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.15 意見書
2005.12.15 手続補足書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.03.27 伺い書
2006.03.31 伺い回答書
2006.04.06 拒絶査定
2006.04.26 手続補足書
2006.06.21 手続補正書

【09】セルラー方式電話機専用携帯用ケース・バッグ，携帯電話機専用携帯用ケース・バッ 【中間記録情報】
グ，パームトップ型コンピュータ専用携帯用ケース・バッグ，手持ち式コンピュータ専用携帯 [審査]
用ケース・バッグ，ラップトップ型コンピュータ専用携帯用ケース・バッグ，ＭＰ３方式のオー 2005.04.20 願書
2005.04.22 優先権証明書提出書
ディオプレーヤー専用携帯用ケース・バッグ，携帯型オーディオプレーヤー専用携帯用
2005.05.27 認定･付加情報
ケース・バッグ，デジタルカメラ専用携帯用ケース・バッグ，携帯型ゲーム機専用携帯用
ケース・バッグ，カメラ専用携帯用ケース・バッグ，録音済み又は録画済みのコンパクトディ 2005.05.27 認定･付加情報
2005.11.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
スク専用携帯用ケース・バッグ，携帯情報端末専用携帯用ケース・バッグ，電子手帳専用
携帯用ケース・バッグ
2006.04.11 拒絶査定
【15】楽器専用携帯用ケース・バッグ
【16】音楽教本，その他の印刷物
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.21 願書
2005.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.22 意見書
2006.04.17 拒絶査定
2006.07.25 手続補正書(方式)
2006.07.25 手続補正書(方式)
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
12,28

32

Ｂ－ＣＬＡＳＳ

通常:
2005-036730
標準

08,21

33

銀陶＼ギントウ

３ＯＱ

通常:
2005-038549
標準

20

35

２ＯＱ

通常:
2005-038554
標準

20

36

家具の世界小売店

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.25 願書
2005.04.25 認定･付加情報
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.17 拒絶査定

通常 2005-037711

06,14,20

34

指定商品・役務
【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。），
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
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
【28】スキーワックス，おもちゃの手作りキット，その他のおもちゃ，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，乗物のミニチュアモデル，自動車おもちゃ，ラジオコントロール式乗物おもちゃ，乗物
模型おもちゃ，その他の乗物おもちゃ
【08】包丁・ナイフ・はさみ
【21】きゅうす・コップ・杯・サラダボール・重箱・茶わん・徳利・鉢・ビールジョッキ・べんとう
箱・水差し・湯飲み・わん

通常 2005-038945

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

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.13 願書
2005.05.20 手続補正指令書(出願)
2005.05.25 手続補正書
2005.07.04 認定･付加情報
2005.07.04 認定･付加情報
2005.11.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に 【中間記録情報】
当たるものを除く。），金属製フランジ，キー，コッタ，いかり，金属製ビット，金属製金具，ワ [審査]
2005.04.28 願書
イヤロープ，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
製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製工具箱，金属製のタオル用ディ 2005.05.25 手続補正書
スペンサー，金属製建具，金庫，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，金属製彫刻
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.14 意見書
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
2006.04.21 拒絶査定
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【20】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。），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，郵便受け（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，ハンガー
ボード，工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く。），
家具，屋内用ブラインド，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，額縁，石こう
【20】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 【中間記録情報】
[審査]
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
2005.04.28 願書
（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 2005.05.09 職権訂正履歴(職権訂正)
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 2005.05.13 職権訂正通知書(職権訂正)
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 2005.05.25 手続補正書
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，郵便受け（金属製 2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.14 意見書
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，ハンガー
ボード，工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く。）， 2006.04.21 拒絶査定
家具，屋内用ブラインド，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，額縁，石こう
【20】家具，クッション，座布団，まくら，マットレス
【中間記録情報】
[審査]
2005.04.18 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))
2005.12.02 手続補正書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,28

37

38

39

40

トンガリキッズ

遊べるチラシ

遊べるＤＭ

ファイヤーストップ＼ｆｉｒｅｓｔｏｐ

指定商品・役務

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.20 願書
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.13 意見書
2006.01.30 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定

16

16

【16】パンフレット，カタログ，封筒

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.01.23 手続補正書
2006.01.23 認定･付加情報
2006.01.23 認定･付加情報
2006.01.23 意見書
2006.04.18 拒絶査定

17

【17】プラスチック基礎製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.25 願書
2005.11.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.25 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

通常:
2005-040323
標準

通常:
2005-041311
標準

通常:
2005-041315
標準

通常 2005-042189

※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

【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
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－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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，
【16】パンフレット，カタログ，紙類
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.12 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.01.19 手続補正書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.01.19 認定･付加情報
2006.01.19 意見書
2006.04.18 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

41

42

商標（見本）

商標

Ｃ１３０

ＴＨＥ ＯＲＩＧＩＮＡＬ

種別 出願番号

区分

44

45

ＭＥＵＳＯＣ

エギホルダー

ＥＧＩ ＬＥＡＤＥＲ

10,20

【10】医療用長まくら，その他の医療用まくら，医療用クッション，医療用マットレス，医療用 【中間記録情報】
チェアパッド，その他の医療用パッド
[審査]
2005.05.16 願書
【20】長まくら（まくら下用），その他のまくら，クッション，オーバーレイマットレス，その他の
2005.06.29 優先権証明書提出書
マットレス，チェアパッド，座布団
2005.07.29 認定･付加情報
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.17 手続補正書
2006.04.17 手続補足書
2006.04.17 意見書
2006.04.25 拒絶査定
2006.05.22 認定･付加情報
【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 【中間記録情報】
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， [審査]
2005.05.18 願書
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，
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

優先:
2005-042375
標準

優先:
2005-042585
標準

通常:
2005-043373
標準
28

【28】釣り具

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.20 願書
2005.05.20 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 拒絶査定
2006.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.20 願書
2005.05.20 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 拒絶査定
2006.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-044467
標準

通常:
2005-044476
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

【12】航空機並びにその部品及び附属品
【中間記録情報】
【28】航空機の模型を用いた遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），航空機 [審査]
の模型を用いたゲーム，航空機の模型を用いた遊戯用器具
2005.05.16 願書
2005.08.16 優先権証明書提出書
【37】航空機の修理又は整備
2005.09.12 認定･付加情報
2005.11.29 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.25 拒絶査定
2006.11.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.15 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

28
43

指定商品・役務

12,28,37
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,32,33,41,43

46

ＰＡＲＴＹ＼ＡＮＤ ＷＩＮＥ

通常 2005-044495

20

47

ユニバーサルＰＴＰ

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.20 願書
2005.05.20 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))
2006.04.07 拒絶査定

【16】印刷物
【29】ハーブを主原料とする液状・粉末状・錠剤状・カプセル状の加工食品
【30】茶

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 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)
2006.04.14 拒絶査定

通常:
2005-044837
標準

16,29,30
48

指定商品・役務
【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
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－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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，
【20】プラスチック製錠剤包装容器

ボタニカルズレミディー＼Ｂｏｔａ
通常 2005-045426
ｎｉｃａｌｓｒｅｍｅｄｙ

※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]
2005.05.23 願書
2005.05.23 認定･付加情報
2005.12.07 拒絶理由通知書(その他+第8条1項+第4
条1項11号)
2006.01.12 手続補正書
2006.01.12 意見書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.01.13 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.02 手続補正書
2006.03.02 意見書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.03 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,40,41,42

49

歌詞プリ

通常:
2005-046190
標準

09,16,35,40,41,42

50

プリ画

通常:
2005-046191
標準

16,28
51

ワイドフレーム

指定商品・役務

中間記録

【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
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，コン
ピュータプログラムその他の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－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベ
ルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，硬貨投入式写真シール作成機
【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，
【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
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，コン
ピュータプログラムその他の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－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベ
ルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，硬貨投入式写真シール作成機
【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，
【16】文房具類
【28】おもちゃ

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.11 願書
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))
2006.04.07 拒絶査定

通常 2005-046667

※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]
2005.05.11 願書
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))
2006.04.07 拒絶査定
2007.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.16 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)
2006.04.14 拒絶査定

2007/3/1
15／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

52

53

54

55

56

57

58

商標（見本）

商標

デキャルアートクレイ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】印刷類
【41】技芸、スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.16 願書
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))
2006.04.07 拒絶査定

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.16 願書
2005.06.06 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.07 拒絶査定

17

【17】プラスチック基礎製品

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.05.30 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.07 拒絶査定

03,21

【03】せっけん類，香料類，化粧品
【21】化粧用具

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.31 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

27,37

【27】ビニール製壁紙，プラスチックスシート製の壁紙，プラスチック製の壁紙，塩化ビニル
を用いない壁紙，合成材料よりなる壁紙，湿度呼吸製材料を塗布した壁紙，湿度呼吸製材
料フィルムをラミネートした壁紙，織物製壁紙，織物製の壁紙，繊維製の壁紙，繊維製壁
紙，大麻繊維を含んだ壁紙，壁紙，天井用壁紙
【37】ドア塗装工事，屋内及び屋外の塗装，外壁塗装工事，看板の塗装又は修理，業務用
ビルに係わる塗装工事，建築塗装工事，建物・橋梁の塗装工事，航空機補修塗装，自動
車の再塗装，自動車の塗装，自動車の塗装又は修理，自動車の板金塗装，自動車の補修
塗装，住居に係わる塗装工事，住宅の塗装工事，塗装工事，内塗装工事，標識塗装工事

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2005.12.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

28

【28】運動用具

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.20 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.03 意見書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2005.06.13 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

通常 2005-046668

ＳＭＯＯＴＨ ＬＩＮＥ＼スムーズラ
通常 2005-046710
イン

アイビーセブン＼ＩＢ－Ｓｅｖｅｎ

§ＫＡＴＳＵＳＨＩＫＡ

Ｇｒａｐｈｉｃ Ｐａｉｎｔ

ＲＥＶＥＲＳＥ ＧＲＩＰ

通常 2005-047548

通常 2005-048116

通常 2005-049311

通常:
2005-049386
標準

ＬＩＱＵＩＤ ＣＲＹＳＴＡＬ＼リキッド
通常 2005-049406
クリスタル

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

中間記録

16,41

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

2007/3/1
16／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

59

60

61

62

63

64

商標（見本）

商標

御身あらい

インディアン水車

ＵＮＩＴＥＤ ＣＩＴＩＺＥＮＳ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【21】垢すり

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.24 願書
2005.07.15 手続補正指令書(出願)
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定

16

【16】文房具類，印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.23 願書
2005.12.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.16 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.04.21 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.06.24 手続補正指令書(出願)
2005.06.27 手続補正書(方式)
2005.08.04 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.25 願書
2005.06.24 手続補正指令書(出願)
2005.06.27 手続補正書(方式)
2005.08.08 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

16

【16】文房具類

【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1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.18 拒絶査定

16

【16】雑誌，新聞，ムック

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.09 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.18 拒絶査定

通常 2005-049914

通常:
2005-049968
標準

通常:
2005-051012
標準

ＵＮＩＴＥＤ ＧＬＯＢＡＬ ＣＩＴＩＺＥ 通常:
2005-051013
ＮＳ
標準

木製文具

アキバ系新人アイドル

通常:
2005-051399
標準

通常:
2005-051664
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
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,29,30

65

うちごはんが、いいね。

Ｆｏｏｄおおいた

21

【16】パネル写真，印刷物又は写真類を貼着するためのパネル，画像処理されてなる写
真，絵・写真を主とした雑誌，額入り写真，写真，写真用アルバム，写真及びポスター貼着
用パネル，写真集，写真用台紙，写真立て，写真入れ用袋および箱，写真入れ用紙袋およ
び紙箱
【40】写真用フィルムの現像・引き伸ばし・焼き付け・修正およびその取り次ぎ，ＣＤ－ＲＯＭ
に記録された写真の焼付けおよびその取り次ぎ，デジタル写真画像の加工およびその取り
次ぎ，写真を利用したポストカード・カレンダー・名刺の印刷およびその取り次ぎ
【21】弁当の中で惣菜等を盛り付ける為の仕分け用のカップ

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.13 願書
2005.06.14 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.07 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.13 願書
2005.06.15 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))
2006.04.07 拒絶査定

16

【16】印刷物，書画

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.13 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)
2006.04.07 拒絶査定

28

【28】運動用具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.13 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.11 拒絶査定

通常 2005-052082

通常:
2005-052544
標準

16,40
67

68

69

70

合格写真

プラ∞ｐｐ＼水性

アートレリーフ

面インナー

通常:
2005-052695
標準

通常 2005-052749

通常:
2005-052755
標準

通常:
2005-052805
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]
2005.06.10 願書
2005.06.10 認定･付加情報
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)
2006.04.18 拒絶査定

16,35

66

指定商品・役務
【16】ステッカー，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，チェックライター，タイプライター，謄写
版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転複写機，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
【29】食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工
水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工
卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱ
く，食用油脂，乳製品
【30】調味料，香辛料，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安
定剤，食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，アイス
クリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，
ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，
【16】グルメ情報の出版物
【35】インターネットのホームページ上でのグルメ情報の提供，グルメ情報のポスター及び
チラシの作成
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2005.07.22 手続補正指令書(出願)
2005.10.28 通知書(却下処分前通知)
2005.11.05 手続補正書
2005.12.06 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))
2006.04.14 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
21

71

オムレット＼ＯＭＬＥＴ

73

74

75

76

77

二倍得！歯のすきま楊枝

16,41

【16】印刷物
【41】語学の教授

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.02 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.21 拒絶査定

16,44

【16】印刷物，書画，彫刻，写真，これらの付属品
【44】医業，医療情報の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.02 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.21 拒絶査定

16,44

【16】印刷物，書画，彫刻，写真，これらの付属品
【44】医業，医療情報の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.02 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.21 拒絶査定

16,44

【16】印刷物，書画，彫刻，写真，これらの付属品
【44】医業，医療情報の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.02 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.21 拒絶査定

16,44

【16】印刷物，書画，彫刻，写真，これらの付属品
【44】医業，医療情報の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.02 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.21 拒絶査定

通常 2005-052948

通常 2005-053013

ＩＰＡ＼Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｈｏｎｅｔｉ
通常 2005-053521
ｃ Ａｌｐｈａｂｅｔ＼国際音声記号

ＤＣ ワクチン

ＤＣ 療法

がん ＤＣ ワクチン

がん ＤＣ 療法

通常 2005-053530

通常 2005-053531

通常 2005-053532

通常 2005-053533

※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]
2005.06.13 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)
2006.04.07 拒絶査定

21
72

指定商品・役務
【21】家庭用耐熱プラスチックフィルム製の製菓用焼き型，その他の製菓用型，家庭用耐熱
プラスチックフィルム製の調理用焼き型，その他の調理用型，惣菜等の食品の盛りつけ及
び仕切用のカップ，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出
し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），ナプキンホルダー及
びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴
金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょう
ひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷
き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル
焼き型（電気式のものを除く
） 清掃用具及び洗濯用具
【21】ようじ
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.30 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.14 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

78

79

80

81

82

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.15 願書
2006.01.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.11 拒絶査定

09,16

【09】スポーツ・音楽等を録画した映写フィルム・ビデオディスク又はビデオテープ
【16】雑誌，書籍，ＤＶＤ付きの書籍

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2005.06.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.06.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

16

【16】紙類

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.21 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)
2006.04.14 拒絶査定

16

【16】文房具類

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.08 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定

16

【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
【16】パズル雑誌

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.18 拒絶査定

ｍｏｖｅｍｅｎｔ ｐａｐｅｒ ｆｉｇｕｒｅ＼
通常 2005-053883
ムーブメントペーパーフィギュア

ＦＲＥＥＳＴＹＬＥ ＦＯＯＴＢＡＬＬ
通常 2005-053993
＼フリースタイル フットボール

ピュアリーソフト

禁煙宣言

沖縄Ｗｅｄｄｉｎｇ

図形商標

通常 2005-055909

通常 2005-056158

通常 2005-056259

通常 2005-056595

※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】おもちゃ，人形

16
83

指定商品・役務

28
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定

2007/3/1
20／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

84

85

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

16

【16】印刷物

27

【27】畳表

ニューフォーユー＼ＮＥＷＦＯＲ
通常 2005-056787
ＹＯＵ

まっぽしくまもと畳表

通常 2005-057304

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.07.29 手続補正指令書(出願)
2005.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.08.29 手続補正書(方式)
2005.09.29 認定･付加情報
2005.11.18 刊行物等提出書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.01.06 刊行物等提出による通知書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.22 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.02 上申書
2006.03.26 上申書
2006.04.28 拒絶査定
2006.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.10 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

09,16,18,35,36,39,4 【09】ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像，ダウンロード可能な電子書籍，ダ 【中間記録情報】
ウンロード可能な家庭用テレビゲームソフト，電気通信機械器具，電子応用機械器具及び [審査]
1,43

86

地球の歩き方

通常 2005-057579

09,28
87

デカコイン

その部品，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・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護
ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用
自動演奏プログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ，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・ビデオテープ及びＤＶＤ，電
子出版物
【16】双書
【18】カバン類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ
【35】広告，市場調査，旅行及び旅行施設に関する市場調査・市場分析及びそれらの情報
の提供，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，求人情報の提供，トレーディングスタンプ
の発行
【36】外貨両替に関する情報の提供，外国為替取引に関する情報の提供，クレジットカー
ド・デビットカードの発行の取次ぎ又はあっせん，クレジットカード会員の募集及び会員の管
理，損害保険契約の締結の代理，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害
保険契約の締結の代理，損害保険の引受け，建物又は土地の情報の提供
【39】車両輸送・鉄道輸送・船舶輸送・航空機輸送による輸送に関する情報の提供，主催旅
行に関する情報の提供，旅行に関する（宿泊に関するものを除く。）情報の提供，主催旅行
の企画又は実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・
媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供，他人の携帯品の一時預かり
【41】コンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約
可能情報の提供，文化又は教育のための博覧会・展覧会・講演会に関する情報の提供，
映画の上映・演芸の上演・演劇の上演又は音楽の演奏に関する情報の提供，スポーツの
開催に関する情報の提供，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
【09】スロットマシン
【28】パチンコ器具

通常:
2005-058103
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.

2005.06.24 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2005.06.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.06.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.07.08 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.04.07 拒絶査定
2006.08.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

2007/3/1
21／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

88

89

90

91

92

93

94

商標（見本）

商標

デカメダル

琉球

琉球王国

琉球回胴

デコトラコレクション

スケルトンボトル

快眠

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】スロットマシン
【28】パチンコ器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン
【28】パチンコ器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン
【28】パチンコ器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.28 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン
【28】パチンコ器具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

28

【28】おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.24 拒絶査定

20

【20】プラスチック製の包装容器，プラスチック製の塗料用容器

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 願書
2005.06.28 認定･付加情報
2006.01.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.07 拒絶査定

20,24,43

【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
【43】宿泊施設の提供，飲食物の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2005.07.11 認定･付加情報
2005.12.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.14 拒絶査定

通常:
2005-058104
標準

通常:
2005-058105
標準

通常:
2005-058106
標準

通常:
2005-058107
標準

通常:
2005-058123
標準

通常:
2005-058654
標準

通常 2005-058801

※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

09,28
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11,20,37

95

暮らしコーディネート

通常:
2005-059405
標準

20,28

96

スタートプレート

通常 2005-059581

※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

【11】電球類及び照明用器具，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，暖冷房装置，冷凍
機械器具，浄水装置，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，ガス
湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽
類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯た
んぽ，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用いす，家庭
用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，化学物質を充てんした保温保冷具，火鉢類
【20】医療専用ベッド，医療用ウォーターベッド，介護用ベッド，その他の家具，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，きゃたつ及びはしご（金属
製のものを除く。），郵便受け（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（金属製のものを除く。），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く。），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
【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
たつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵便受け（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
【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，

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2006.01.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.12 拒絶査定
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【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+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
20,28

97

98

99

100

101

Ｐ－プレート

立体商標

立体商標

立体商標

ＣＤを聞くだけで

指定商品・役務

【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+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

15

15

【15】楽器，演奏補助品，音さ

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.07.08 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

15

【15】楽器，演奏補助品，音さ

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.07.08 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

09,16

【09】録音済み又は録画済みの記録媒体，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロー 【中間記録情報】
ドにより販売されるものを含む。）
[審査]
2005.06.17 願書
【16】印刷物，出版物
2005.07.08 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.21 拒絶査定

通常 2005-059582

通常:
2005-059924
立体

通常:
2005-059925
立体

通常:
2005-059926
立体

通常 2005-059989

※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

【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
たつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵便受け（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
【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，
【15】楽器，演奏補助品，音さ
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.07.08 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

102

103

商標（見本）

商標

超ネット

§Ｒ

種別 出願番号

区分

105

106

Ｚ．Ｐ．Ｆ．

ＤＲＡＦＴ ＰＡＰＥＲ＼ドラフト
ペーパー

ひのき くん＼桧君

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.01 願書
2005.07.01 手続補足書
2005.07.01 認定･付加情報
2005.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.16 意見書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶査定

16,25

【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
【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
【16】文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【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
【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
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

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.01 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.18 拒絶査定

16

【16】紙製文房具

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2005.07.07 認定･付加情報
2006.02.06 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))
2006.03.16 手続補正書
2006.03.16 認定･付加情報
2006.03.16 認定･付加情報
2006.03.16 意見書
2006.04.04 拒絶査定

20

【20】組立て式屋台（陳列台）

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2005.07.20 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.21 拒絶査定

通常 2005-060297

通常 2005-060322

通常:
2005-062332
標準

通常 2005-062533

通常 2005-062730

※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

【22】網類（金属製又は石綿製のものを除く。）
【28】運動用具

16,25,28
104

指定商品・役務

22,28
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 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)
2006.04.14 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.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]
2005.06.27 願書
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))
2006.04.07 拒絶査定

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，ガンリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，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，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタ
ンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラ
ムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スラ
イドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【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
【16】ゴム印

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 願書
2005.08.26 手続補正指令書(出願)
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

16

【16】しおりを兼ねる肩ひものついたブックカバー

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.21 拒絶査定

09,16,41,45

107

108

109

110

曜日占い

通常 2005-063287

浮気防止スタンプ＼ウワキボウ
通常 2005-063689
シスタンプ

（スパイラル）∞（スピン）∞
（ターン）∞（バックツイスト）

通常 2005-063726

ＢＯＯＫ ＰＡＣＫＥＲ

通常:
2005-063773
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.29 願書
2005.07.22 認定･付加情報
2005.07.29 認定情報通知書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,41

111

ソープオペラ リスニング

通常:
2005-064017
標準

16,41

112

右脳リスニング

通常:
2005-064018
標準

16,35,39,41

113

留学ネット

通常:
2005-065165
標準

20,37,42
114

ＨＯＴＥＬＬＩＫＥ＼ホテルライク

指定商品・役務

中間記録

【16】ブックエンド，小冊子，しおり，書籍，ロザリオの祈りを載せた本，漫画本，乗物運行図
表並びに図表用紙，手書き書体の見本，索引用カード（文房具），インデックス，書類箱，ハ
ンドブック，メロディー付きグリーティングカード，パンフレット，コンピュータプログラム記録
用の紙テープ及びカード，定期刊行物，ポートレート，使用済み郵便切手，はがき，ポス
ター，事務用携帯式印刷セット，活字，印刷物（版画），説明書，出版物，文房具，文房具用
小箱（事務用品），ステッカー，索引カード用付せん，教材（器具に当たるものを除く。），厚
紙製筒，包装材料（文房具），包装紙，筆記用具箱，習字帳又はデッサン帳，筆記用紙
【41】専門学校における教育，ゲームセンターの提供，セミナーの手配及び運営，研修会の
手配及び管理，全寮制学校における教育，移動図書館における図書の供覧及び貸与，書
籍の制作，映画フィルムの貸与，映画館の提供，会員制による教育・娯楽の提供，教育又
は娯楽に関する競技会の運営，通信教育による知識の教授，デジタル画像処理，録音又
は録画済み記録媒体の複製，教育情報の提供，宗教教育，教育上の試験の実施，知識又
は技芸の教授，コンピュータを利用して行う書籍の制作，文化又は教育のための展示会の
運営，映画の制作，オンラインによるゲームの提供，手話通訳，図書の貸出し，マイクロフ
イルムへの記録，幼児教育，実地教育，ラジオ及びテレビジョンの番組の制作，ビデオテー
プ映画の制作，オンラインによる図書及び記録の供覧，ラジオ受信機及びテレビジョン受像
機の貸与，ラジオ放送用娯楽番組の制作・配給，録音済み記録媒体の貸与，テレビジョン
放送用娯楽番組の制作・配給，個人に対する知識の教授，ビデオテープの編集，録画済み
【16】ブックエンド，小冊子，しおり，書籍，ロザリオの祈りを載せた本，漫画本，乗物運行図
表並びに図表用紙，手書き書体の見本，索引用カード（文房具），インデックス，書類箱，ハ
ンドブック，メロディー付きグリーティングカード，パンフレット，コンピュータプログラム記録
用の紙テープ及びカード，定期刊行物，ポートレート，使用済み郵便切手，はがき，ポス
ター，事務用携帯式印刷セット，活字，印刷物（版画），説明書，出版物，文房具，文房具用
小箱（事務用品），ステッカー，索引カード用付せん，教材（器具に当たるものを除く。），厚
紙製筒，包装材料（文房具），包装紙，筆記用具箱，習字帳又はデッサン帳，筆記用紙
【41】専門学校における教育，ゲームセンターの提供，セミナーの手配及び運営，研修会の
手配及び管理，全寮制学校における教育，移動図書館における図書の供覧及び貸与，書
籍の制作，映画フィルムの貸与，映画館の提供，会員制による教育・娯楽の提供，教育又
は娯楽に関する競技会の運営，通信教育による知識の教授，デジタル画像処理，録音又
は録画済み記録媒体の複製，教育情報の提供，宗教教育，教育上の試験の実施，知識又
は技芸の教授，コンピュータを利用して行う書籍の制作，文化又は教育のための展示会の
運営，映画の制作，オンラインによるゲームの提供，手話通訳，図書の貸出し，マイクロフ
イルムへの記録，幼児教育，実地教育，ラジオ及びテレビジョンの番組の制作，ビデオテー
プ映画の制作，オンラインによる図書及び記録の供覧，ラジオ受信機及びテレビジョン受像
機の貸与，ラジオ放送用娯楽番組の制作・配給，録音済み記録媒体の貸与，テレビジョン
放送用娯楽番組の制作・配給，個人に対する知識の教授，ビデオテープの編集，録画済み
【16】印刷物
【35】留学手続代行，文書又は磁気テープのファイリング，職業のあっせん，求人情報の提
供
【39】主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の
代理・媒介又は取次ぎ
【41】留学情報の提供，留学知識の教授，語学の教授，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，書籍の制作，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。），興行の企画・運営又は開催（映画・演
芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関
するものを除く。），通訳，翻訳

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.12 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 意見書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.24 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定

【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）
【37】建設工事，建築工事に関する助言，家具の修理
【42】デザインの考案，デザインの考案に関する指導・助言・相談又は情報の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.02 意見書
2006.04.14 拒絶査定

通常 2005-065349

※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]
2005.07.12 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.22 手続補正書
2006.03.22 意見書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.24 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2006.01.27 協議命令書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.07 意見書
2006.03.07 協議の結果届
2006.04.05 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶査定

2007/3/1
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指定商品・役務

中間記録

09,16,35,36,39,41,4 【09】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 【中間記録情報】
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，票数計算機，ビリ [審査]
2,44,45

115

ングマシン，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気
通信機械器具，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ちゃ，携帯用
液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロット
マシン，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－ＲＯ
Ｍ，映写フィルム，スライドフィルム，記録済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版
物
【16】文書細断機，文房具類，印刷物，書画，写真
【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，財務書類の作成又は監査若しく
は証明，職業のあっせん，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，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，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
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
【25】洋服，下着，帽子，ベルト
【28】おもちゃ，人形，遊戯用器具

2005.07.08 願書
2006.01.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.14 拒絶査定

16

【16】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，ウェットティッシュペーパー，乳児用おしりふき，その他の衛
生おしりふき，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，ティッシュペーパー，その
他の紙類

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.25 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.22 意見書
2006.03.23 手続補足書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.04.20 認定･付加情報
2006.04.25 拒絶査定
2006.07.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

20,24

【20】まくら
【24】まくらカバー

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.26 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.18 拒絶査定

イー・シュレッダー＼ｅ－ＳＨＲＥ
通常 2005-067432
ＤＤＥＲ

25,28

116

117

118

ＨＯＲＩＥ ＪＥＡＮＳ＼ホリエ
ジーンズ

ウィルスブロック

健脳＼けんのう

通常 2005-068036

通常 2005-068384

通常 2005-068868

※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]
2005.07.08 願書
2006.01.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.13 通知書(その他の通知)(期間無)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.14 拒絶査定

2007/3/1
28／29

３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

119

120

121

122

123

商標（見本）

商標

リュ・シウォン

シウォン

§柳 時元

Ｓｉｗｏｎ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.08.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.10 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

09,14,16,25

【09】録画済ビデオディスク及びビデオテープ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，その他の録画済み
記憶媒体
【14】貴金属，身飾品，時計，キーホルダー
【16】文房具類，印刷物，写真，写真立て
【25】洋服

09,14,16,25

【09】録画済ビデオディスク及びビデオテープ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，その他の録画済み
記憶媒体
【14】貴金属，身飾品，時計，キーホルダー
【16】文房具類，印刷物，写真，写真立て
【25】洋服

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.08.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.10 認定･付加情報
2005.08.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.21 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.15 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.21 拒絶査定

09,14,16,25

【09】録画済ビデオディスク及びビデオテープ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，その他の録画済み
記憶媒体
【14】貴金属，身飾品，時計，キーホルダー
【16】文房具類，印刷物，写真，写真立て
【25】洋服

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.15 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.21 拒絶査定

09,28,41

【09】業務用テレビゲーム機，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その他の記憶媒体，業務用ゲーム機のプログラム，業務用
テレビゲーム機の部品及び付属品，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラ
ム及び同追加データ，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，ダウンロード可能な移動体電話用コンピュータプログラム・待ち受け画
像・着信音用音楽・着信音用音声，コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁
気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びそ
の部品（マウスパッド，キーボードカバーその他の周辺機器を含む。），ダウンロード可能な
コンピュータ用プログラム及びコンピュータ用ゲームの追加データ，電気通信機械器具（携
帯電話用ストラップその他の電気通信機械器具の部品及び附属品を含む。），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読出し専用の
カートリッジ式電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク・その
他の記憶媒体，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及び同追加
データ，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その他の記憶媒体，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログ
ラム及び同追加データ，レコード（録音済みコンパクトディスクを含む。），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その他の記憶媒体，ダウンロード
可能な音楽，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，ダウンロード可能な画像，電子出版物，自動販売機，遊戯用メ
ダル貸出機
【28】業務用ゲーム機（業務用テレビゲーム機を除く。），業務用ゲーム機の筐体（業務用テ
レビゲーム機用のものを除く。），業務用ゲーム機の部品・周辺装置及び附属品（業務用テ
レビゲーム機の部品・周辺装置及び附属品を除く。），業務用遊戯ロボット，その他の遊園
地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），遊戯用器具，ビリヤード用具，囲碁用具，

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.29 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.28 拒絶査定

通常 2005-070090

通常 2005-070091

通常 2005-070093

※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

【09】録画済ビデオディスク及びビデオテープ，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，その他の録画済み
記憶媒体
【14】貴金属，身飾品，時計，キーホルダー
【16】文房具類，印刷物，写真，写真立て
【25】洋服

通常 2005-070089

レイン・オブ・ダークネス＼Ｒｅｉｇ
通常 2005-070579
ｎ ｏｆ Ｄａｒｋｎｅｓｓ

指定商品・役務

09,14,16,25
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３条拒絶（雑貨）２００６．０４.xls
No.

124

125

商標（見本）

商標

§ｇ

§ＩＬ

種別 出願番号

区分

マクロビアン

18,24,25,28

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【中間記録情報】
【24】布製身の回り品，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），布製ラベル
[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 2005.08.03 願書
用特殊靴
2006.02.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
【28】運動用具
2006.03.15 意見書
2006.03.15 手続補足書
2006.04.14 認定･付加情報
2006.04.24 拒絶査定
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ [審査]
2005.08.24 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 2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2006.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【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， 2006.04.03 意見書
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 2006.04.11 拒絶査定
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， 2006.06.29 手続補正書(方式)
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
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食

通常 2005-072205

通常 2005-072206

通常:
2005-079032
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

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【中間記録情報】
【24】布製身の回り品，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），布製ラベル
[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 2005.08.03 願書
用特殊靴
2006.02.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.17 意見書
【28】運動用具
2006.02.17 手続補足書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.04.24 拒絶査定

03,16,29,30,31,32,3
5,41,43,44

126

指定商品・役務

18,24,25,28
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