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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,16

1

フキフキティッシュ

通常:
2003-012712
標準

16

2

3

4

5

パウチ冷凍＼Ｐｏｕｃｈ Ｆｒｅｅｚｉｎ
通常 2004-091747
ｇ

ブータン

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2003.02.19 願書
2003.02.20 手続補正書
2003.10.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2003.11.26 意見書
2006.05.15 拒絶査定
2006.06.14 手続補正書

【16】家庭用食品包装フィルム，プラスチック製食品保存用袋，プラスチック製のごみ袋，包 【中間記録情報】
[審査]
装用プラスチックフィルム，プラスチック製の包装袋，事務用又は家庭用ののり及び接着
2004.10.06 願書
剤，衛生手ふき，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプキン，紙製タオル，紙製ハンカ
2004.10.18 認定･付加情報
チ，荷札，出版物，その他の印刷物，包装用紙箱
2005.06.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.28 期間延長請求書
2005.10.28 意見書
2006.05.09 拒絶査定

28

【28】筋力トレーニングマシンを含む運動用具

【中間記録情報】
[審査]
2004.10.08 願書
2005.07.11 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.18 手続補正書
2005.08.18 意見書
2006.05.09 拒絶査定

16,25,28,41

【16】紙類，文房具類
【25】被服及び履物
【28】ぬいぐるみ
【41】携帯電話及びインターネット通信による待受画面及びゲームの提供

【中間記録情報】
[審査]
2004.10.08 願書
2004.10.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.11.05 職権訂正通知書(職権訂正)
2004.11.12 手続補正指令書(出願)
2004.12.10 上申書
2005.01.18 認定･付加情報
2005.01.18 認定･付加情報
2005.06.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

通常:
2004-092843
標準

通常 2004-097031

※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]
2004.10.06 願書
2005.06.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.28 期間延長請求書
2005.10.28 意見書
2006.05.09 拒絶査定

16

パウチ解凍＼Ｐｏｕｃｈ Ｄｅｆｒｏｓｔ
通常 2004-091748
ｉｎｇ

鍛錬

指定商品・役務
【03】薄葉紙に含浸したせっけん類，その他のせっけん類，薄葉紙に含浸した化粧品，その
他の化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛，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，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび
除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，つや出し剤，研磨紙，研磨
布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，靴クリーム，靴墨，塗料用剥離剤
【16】せっけん類を含浸した衛生手ふき，化粧品を含浸した衛生手ふき，その他の衛生手
ふき，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，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，型紙，
裁縫用チャコ，紙製テーブルクロス，紙製のぼり，紙製旗，紙製幼児用おしめ，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，印刷用インテル，活字，装飾塗工用ブラ
シ，封ろう，マーキング用孔開型板，観賞魚用水槽及びその附属品
【16】家庭用食品包装フィルム，プラスチック製食品保存用袋，プラスチック製のごみ袋，包
装用プラスチックフィルム，プラスチック製の包装袋，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，衛生手ふき，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプキン，紙製タオル，紙製ハンカ
チ，荷札，出版物，その他の印刷物，包装用紙箱
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No.

商標（見本）

6

7

8

商標

ランボー

けいつい無圧枕

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09,28

区分

【09】電気通信機械器具，電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気
テープ・磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ，インターネットを通じてダウンロード可能な電子計算機
用ゲームプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲーム機
用ゲーム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，インターネットを通
じてダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，その他の業務用テレ
ビゲーム機，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，ス
ロットマシン，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，自動販
売機，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気
テープ・ＣＤ－ＲＯＭ，インターネット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，その他の家庭用テレビゲームおもちゃ，電子出版物
【28】ぱちんこ器具，その他の遊戯用器具，ビリヤード用具，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，おもちゃ，人形，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を
除く。）

20

【20】まくら

【中間記録情報】
[審査]
2004.11.17 願書
2005.08.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.15 意見書
2005.11.15 手続補足書
2005.12.14 認定･付加情報
2005.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.29 拒絶査定
2006.08.23 手続補正書
2006.10.16 手続補正書
2007.03.22 登録料納付
2007.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
[登録]
2007.03.12 登録査定書
2007.03.22 設定納付書
2007.04.17 登録証
【中間記録情報】
[審査]
2005.02.04 願書
2005.02.07 物件提出書
2005.03.09 認定･付加情報
2005.08.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.01 意見書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.04.27 手続補正書
2006.04.27 意見書
2006.05.23 拒絶査定

20,24,31

【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
【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
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
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，経かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードク

通常:
2004-105255
標準

通常 2005-009375

けつめいし＼ケツメイシ＼決明
通常 2005-027343
子＼ＫＥＴＳＵＭＥＩＳＨＩ

※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
2005.04.06 認定･付加情報
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))
2006.01.18 意見書
2006.05.12 拒絶査定
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No.

商標（見本）

9

10

商標

モッタイナイ＼もったいない

癒しのヨーガ

種別 出願番号

区分

ＢＴモール

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.08 願書
2005.04.12 認定･付加情報
2005.08.30 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.11.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.12 手続補正書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.02.15 上申書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.02.28 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.31 拒絶査定

09,16,41,44

【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
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情報の提
供，気功法の教授，脳力開発法の教授，脳力開発の指導又は講習，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・脳力開発・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・脳
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・脳力開発・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，ヨガ又はその他ス
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
【21】モール形状の清掃用具及びモール形状の洗濯用具

【中間記録情報】
[審査]
2005.04.07 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.19 拒絶査定

通常 2005-031346

通常 2005-035073

通常:
2005-036309
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】新聞，雑誌，書画，写真，写真立て

21

11

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]
2005.04.22 願書
2005.04.25 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)
2005.12.27 手続補正書
2005.12.27 手続補足書
2005.12.27 意見書
2005.12.28 認定･付加情報
2005.12.28 認定･付加情報
2006.02.01 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶査定
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No.

12

13

14

商標（見本）

商標

Ｓｔａｉｎ Ｒｅｍｏｖａｌ＼ステインリ
ムーバル

ＥＡＳＹ

ＥＡＳＹ ＣＨＡＩＲ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】歯磨き
【21】歯ブラシ，その他の化粧用具

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.09 願書
2005.05.10 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.27 意見書
2006.03.27 手続補足書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.04.24 認定･付加情報
2006.05.11 拒絶査定
2006.08.08 手続補足書
2006.10.16 手続補正書
2006.10.17 手続補足書
2007.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

20

【20】家具，つい立て，ベンチ

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.17 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

20

【20】いす類，ベンチ

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.17 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)
2006.05.12 拒絶査定

21

【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），
ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除
く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー
豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り
分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモ
ン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，トイレット
ペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用
金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディスペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除
く。），風鈴，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き
【16】印刷物（雑誌・書籍・カタログ・パンフレットを含む），情報雑誌，総合雑誌，通信販売用
カタログ，通信販売用カタログ雑誌
【35】インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した広告及び広告
の代理，インターネットにおけるホームページによる広告スペースの提供及び広告の代
理，インターネットによる商品の通信販売に関する情報の提供，商品の通信販売に関する
情報の提供，商品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.17 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定

通常 2005-040159

通常:
2005-042968
標準

通常:
2005-042969
標準

通常:
2005-043103
標準

15

除菌＆クリーナー キレイ拭き

16

韓流チャンネル＼ｈｔｔｐ：／／ｗ
ｗｗ．ｈａｎｒｙｕ－ｃｈ．ｃｏｍ＼Ｈａ
ｎｒｙｕ Ｃｈａｎｎｅｌ＼Ｋｏｒｅａｎ Ｓｔ 通常 2005-045111
ａｒ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ Ｍａｇａｚｉｎ
ｅ

16,35

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

中間記録

03,21
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【中間記録情報】
[審査]
2005.05.11 願書
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))
2006.05.19 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

17

18

19

商標（見本）

商標

プランティング ファーニチャー

積上げ方式賃金制度

経営コンサル株式会社 夢現

種別 出願番号

区分

尾長スペシャル

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.31 願書
2005.05.31 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.15 拒絶査定

09,16,35,41,42

【09】教育用の録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，パソコンソフトウェ
ア
【16】書籍，広告用印刷物
【35】経営に関する相談・診断・助言・指導，企業の人事・賃金制度に関する調査及びこれ
らの情報の提供、企業の賃金管理システムに関する企画・立案，企業の賃金管理システム
のノウハウに関する情報の提供，市場調査，広告用の教育ビデオの制作
【41】教育ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），映画用の教育ビデオの
制作，放送番組用の教育ビデオの制作，電子出版物・書籍の製作，セミナーの企画・運営
【42】パソコンソフトウェアの設計・作成

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.06.17 手続補正指令書(出願)
2005.06.27 手続補正書(方式)
2005.08.09 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))
2006.03.02 手続補正書
2006.03.02 意見書
2006.05.19 拒絶査定

09,16,35,41,42

【09】教育用の録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，パソコンソフトウェ
ア
【16】書籍，広告用印刷物
【35】経営に関する相談・診断・助言・指導，起業に関する情報の提供、多角経営に関する
企画・立案，多角経営ノウハウに関する情報の提供，市場調査，経営ノウハウの調査，広
告用の教育ビデオの制作
【41】教育ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），映画用の教育ビデオの
制作，放送番組用の教育ビデオの制作，電子出版物・書籍の製作と販売，セミナーの企
画・運営
【42】農作物の栽培に関する試験又は研究によるノウハウ調査，種々製品の加工方法に関
するノウハウ調査，各業種の経営モデル作成と収入・支出の試算、パソコンソフトウェアの
設計・作成
【28】釣り具

【中間記録情報】
[審査]
2005.05.18 願書
2005.06.17 手続補正指令書(出願)
2005.06.27 手続補正書(方式)
2005.08.16 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.02 手続補正書
2006.03.02 意見書
2006.05.19 拒絶査定

通常:
2005-047932
標準

通常:
2005-048380
標準

通常:
2005-048381
標準

通常:
2005-048458
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】植木鉢，家庭園芸の水耕栽培式植物栽培容器等

28
20

指定商品・役務

21

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.01 願書
2005.06.01 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.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

【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ
り及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），か
つお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チー
ズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち
工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具
に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ
アセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，メニューホルダー，アイスペール，泡立て器，こし
器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属
製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆
（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃも
じ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，
大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，
焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯
用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろう
そく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえ
たたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用
【21】なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類
（貴金属製のものを除く。），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，
【20】輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），輸送用パレット（金属製のものを除く。），保
管・輸送用容器（金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.01 願書
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.24 拒絶査定

16

【16】紙類，文房具類

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.06 願書
2005.06.06 認定･付加情報
2006.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.08 拒絶査定

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
【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 2005.05.27 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， 2005.07.22 手続補正指令書(出願)
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 2005.08.18 手続補正書(方式)
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，
2005.12.14 職権訂正履歴(職権訂正)
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手 2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文 2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

08,21

21

Ｎｉｉｍｉ＼ニイミ

通常 2005-048777

21
22

フックラ

通常:
2005-048903
標準
20

23

24

25

立体商標

切紙

絵手紙便

通常:
2005-049842
立体

通常:
2005-050250
標準

通常 2005-052039

※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.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.01 願書
2005.06.02 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.03 願書
2006.01.17 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))
2006.04.04 手続補正書
2006.04.04 手続補足書
2006.04.04 意見書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

26

27

商標（見本）

商標

湯もみ人形

マフィンカップ

種別 出願番号

区分

29

30

デリカパック

すわれーる

元気読本

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.13 願書
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2005.09.05 手続補正書
2005.09.09 認定･付加情報
2005.09.09 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.09 手続補正書
2006.02.09 意見書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.09 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定

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，調理用紙製容器，食品包装用
紙製容器，マフィンその他の焼き菓子の焼成用紙製容器，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
【16】一部分に開口部を設けプラスチックフィルムを貼って窓付とした紙製の包装用袋，そ
の他の紙製包装用容器

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.16 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

通常:
2005-052947
標準

通常 2005-054335

通常:
2005-054769
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]
2005.06.17 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.16 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 拒絶査定

20

【20】正座用腰掛けいす

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
【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 2005.06.17 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， 2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.05.19 拒絶査定
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

通常 2005-054856

分割:
2005-054988
標準

中間記録

【28】群馬県の草津温泉での湯もみを表現した人形

16
28

指定商品・役務

28

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.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

09,16,35,37,38,41,4 【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]
2

31

セキュアＳＩ

通常:
2005-054993
標準

09,16,35,37,38,41,4
2

32

ＳｅｃｕｒｅＳＩ

通常:
2005-054994
標準

16
33

１３の月の暦

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
計算機用プログラム，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ム，紙製
【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
計算機用プログラム，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ム，紙製
【16】印刷物，文房具類

通常 2005-055119

※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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2005.06.17 願書
2005.06.28 手続補正指令書(出願)
2005.07.07 手続補正書(方式)
2005.07.28 上申書
2005.08.11 認定･付加情報
2005.08.11 認定･付加情報
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.20 意見書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.17 願書
2005.06.28 手続補正指令書(出願)
2005.07.07 手続補正書(方式)
2005.07.28 上申書
2005.08.05 認定･付加情報
2005.08.05 認定･付加情報
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.20 意見書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.07 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

34

35

36

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

ｃｏｏｋｐａｄ＼クックパッド

21

【21】浴室洗面所排水口用髪の毛糸くず取りネット

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.07 願書
2005.06.30 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定

16,35

【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，ムック，雑誌，その他の印刷物，書画，写真，写真立て
【35】インターネット等の通信ネットワークによる広告，その他の広告，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
【21】食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，食品保存用ガラス瓶，水
筒，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。），しょうゆさし及びソースさし（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。），シェーカー，はしおき（貴
金属製のものを除く。），はし箱，まな板，レモン絞り器，植木鉢，貯金箱（金属製のものを
除く。），ろうそく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.20 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.09 拒絶査定

【16】医療用カルテ，病気関連の記載，旅行関連の記載

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.07 願書
2005.08.12 手続補正指令書(出願)
2005.08.17 手続補正書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.01.27 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.03 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+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定
2006.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.01 手続補正書
2006.12.15 手続補正書

通常 2005-055159

通常 2005-055439

21
37

アンデス

通常:
2005-055461
標準

16

38

自己記入式＼安全カルテ

通常 2005-055637

※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
【中間記録情報】
【45】結婚式・結婚披露宴の企画・運営又は開催，婚礼（披露宴を含む。）のための施設の [審査]
提供，結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，身の上相談，衣服の貸与，祭壇の貸 2005.06.07 願書
2006.01.23 職権訂正履歴(職権訂正)
与，装身具の貸与
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

ビューティフル ウエディング＼
通常 2005-055131
Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｗｅｄｄｉｎｇ

キャッチャーねっと

指定商品・役務

16,45

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.20 願書
2005.06.20 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)
2006.05.12 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

39

40

41

42

43

44

商標（見本）

商標

鉱石の湯

ＡＭＥＮＩＴＹ ＳＯＵＮＤＳ

アメニティ・サウンズ

ＡＭＥＮＩＴＹ ＳＯＵＮＤ

アメニティ・サウンド

プロフィシエンシー検定試験

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【21】ステンレス製若しくは陶器製容器内に鉱石を充填して浴槽内に沈めて使用する温浴
器

09,15

【09】電子楽器用自動演奏用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノー 【中間記録情報】
ム，レコード，これらの部品および付属品
[審査]
2005.06.07 願書
【15】楽器，演奏補助品，音さ，これらの部品および付属品
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))
2006.05.12 拒絶査定
2007.06.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,15

【09】電子楽器用自動演奏用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノー 【中間記録情報】
ム，レコード，これらの部品および付属品
[審査]
【15】楽器，演奏補助品，音さ，これらの部品および付属品
2005.06.07 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))
2006.05.12 拒絶査定

09,15

【09】電子楽器用自動演奏用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノー 【中間記録情報】
ム，レコード，これらの部品および付属品
[審査]
【15】楽器，演奏補助品，音さ，これらの部品および付属品
2005.06.07 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))
2006.05.12 拒絶査定

09,15

【09】電子楽器用自動演奏用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノー 【中間記録情報】
ム，レコード，これらの部品および付属品
[審査]
2005.06.07 願書
【15】楽器，演奏補助品，音さ，これらの部品および付属品
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))
2006.05.12 拒絶査定

09,16,41

【09】知識及び技術の活用能力に関する電子出版物，その他の電子出版物
【中間記録情報】
【16】印刷物
[審査]
【41】知識及び技術の活用能力に関する検定試験の実施，知識及び技術の活用能力に関 2005.06.23 願書
するセミナーの企画・運営又は開催，知識及び技術の活用能力に関する電子出版物の提 2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
供
2006.02.15 意見書
2006.02.20 手続補足書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定
2006.06.22 手続補正書
2006.08.28 手続補正書
2006.08.29 手続補足書
2007.10.24 登録料納付
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
[登録]
2007.09.28 登録査定書
2007.10.24 設定納付書
2007.11.20 登録証

通常:
2005-055893
標準

通常 2005-056170

通常 2005-056171

通常 2005-056172

通常 2005-056174

通常:
2005-057193
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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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.21 願書
2005.06.21 認定･付加情報
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 拒絶査定

2008/2/14
12／28

３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
14,28

45

勝利石

47

48

49

フェースマスコット

クリスタルハートシール

自力本願＼ＪｉｒｉｋｉＨｏｎｇａｎ

ズィーズィー＼ＺＺ

16,28

【16】文房具類
【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，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.21 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

03,05,10,16,24

【03】せっけん類，スプレー式身体用抗菌消臭剤，その他の化粧品
【05】陰唇間衛生パッド，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，コンドーム潤滑用薬剤，局所用潤滑剤，粘膜用潤滑剤，潤滑ゼ
リー，その他の薬剤
【10】避妊用具
【16】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，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
【24】フ ルト及び不織布
【16】包装用紙

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.04 願書
2005.07.05 認定･付加情報
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.15 拒絶査定

【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]
2005.06.23 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

通常:
2005-057320
標準

通常:
2005-058586
標準

通常:
2005-058589
標準

通常 2005-060473

通常 2005-060926

16

50

さくらえび＼ゴーフレット

通常 2005-060951

16,44
51

オーダーメイドがんワクチン

通常 2005-061540

※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]
2005.06.23 願書
2006.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.31 拒絶査定

28,30
46

指定商品・役務
【14】貴金属，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・塩振り
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，貴金属製の花
瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口・靴飾り・コンパク
ト及び財布，貴金属製喫煙用具，身飾り品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時
計，記念カップ，記念たて，キーホルダー
【28】遊戯用具，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，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，ビリヤード用具，おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，スキーワック
ス，釣り具，昆虫採集用具，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。）
【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，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
【30】菓子及びパン

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.06.28 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.22 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.27 意見書
2006.05.26 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

52

53

商標（見本）

商標

オーダーメイドがん治療

種別 出願番号

区分

09,16,41,42

【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，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，録画 [審査]
済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
2005.07.06 願書
【16】印刷物
2005.07.08 認定･付加情報
【41】インターネットを通じた教材の学習方法に関する助言，教育に関する情報の提供，技 2005.07.15 認定情報通知書
芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，セミナーの企画・運営または開催
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【42】コンピュータソフトウェアの設計，コンピュータシステムの設計，その他の電子計算機 号)
のプログラムの設計・作成又は保守，受託による研究開発，技術的課題の研究，電子計算 2006.03.03 手続補正書
2006.03.03 認定･付加情報
機用プログラムの提供
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.03 意見書
2006.03.06 手続補足書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定
2006.08.08 手続補正書(方式)
2006.08.08 手続補正書
2006.09.07 手続補正書(方式)
2006.09.08 手続補正書(方式)
2006.09.15 手続補正書
2007.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.11 出願却下処分書(登録)
【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
【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 2005.07.06 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， 2005.08.12 手続補正指令書(出願)
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 2005.08.30 手続補正書(方式)
2005.09.28 認定･付加情報
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手 2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.05.12 拒絶査定
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て

通常 2005-061541

Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ Ｓｔａｔｉｏｎ＼リスニン
通常 2005-061684
グステーション

55

56

ビジュアルラーニング

通常:
2005-061701
標準

【16】文房具類，書画，印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.06.24 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

16,41

【16】雑誌その他の印刷物
【41】海外における語学研修・留学に関する情報の提供

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.02 拒絶査定

通常 2005-063044

※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]
2005.06.23 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

16
ネオセーブル＼ＮＥＯ ＳＡＢＬＥ 通常 2005-062102

あの国でこれがやりたい！

中間記録

【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

16

54

指定商品・役務

16,44
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

57

58

商標（見本）

商標

八栗だるま

ゆとり旅

種別 出願番号

区分

エクセレンス パテ

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.11 願書
2005.07.20 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 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
【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.12 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.09 拒絶査定

通常:
2005-063583
標準

通常 2005-064024

通常 2005-064824

21

60

すりっと＼スリット

ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗装用パテ，自動車の補修の際
に用いる塗装下地用パテ，その他の塗料，印刷インキ，絵の具，防錆グリース，塗装用・装
飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴
金属はく及び粉
【17】自動車の補修に用いる充填用パテ，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。），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，石綿織物，石綿製フェルト，絶縁手袋，ゴム
ひも，石綿ひも，石綿網，ゴム製包装用容器，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，石綿紙，バルカンファイバー，プラスチック基礎製品，ゴ
【21】プラスチック製植木鉢，木製植木鉢，紙製植木鉢プラスチック製容器，植木鉢，陶器製
植木鉢，園芸用ポット

通常 2005-065276

※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】陶磁器製だるまの置物

02,17

59

指定商品・役務

21
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.08.26 出願人名義変更届
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.16 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.04 願書
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2005.08.10 手続補正書(方式)
2005.09.28 認定･付加情報
2006.01.24 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4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.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]
2005.07.15 願書
2006.02.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.02 拒絶査定

21

【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
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】育児に関する研究会及び講演会の企画・運営又は開催，老人の介護及び機能回復
訓練指導に関する研究会及び講演会の企画・運営又は開催，子供の健全な成長に関する
セミナーの企画・運営又は開催，その他のセミナーの企画・運営又は開催，育児の教授，
その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，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，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与，当せ
【21】台所用具（貴金属製のものを除く。）

21

【21】台所用具（貴金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.01 拒絶査定

16

【16】紙類，文房具類，カレンダー，日記帳，事務用又は家庭用ののり及び接着剤

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.05 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.06 手続補正書
2006.03.06 意見書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶査定
2006.09.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16,39,43

【16】印刷物
【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
【43】宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.19 願書
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.09 拒絶査定

16,41

61

62

63

64

65

暴力脳学会

よくカエル

おタマちゃん

ＯＦＦＩＣＩＡＬ

おとなのハワイ

通常:
2005-065458
標準

通常 2005-065799

通常 2005-065800

通常 2005-065866

通常:
2005-066239
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.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.15 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.01 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,14,16,20,26

66

ＩＤＢＬＯＣＫ＼ＩＤブロック＼アイ
通常 2005-066251
デイ

16
67

68

69

70

指定商品・役務
【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ー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，
ガス漏れ警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防
艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防
毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，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，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録
機，計算尺，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，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，潜水用機械器具，
レギュレーター，アーク溶接機，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉自動開閉
装置，耳栓
【14】貴金属，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，貴金属製の花瓶・
水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及
び財布，貴金属製喫煙用具，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，記
念カップ，記念たて，キーホルダー
【16】印刷物，文房具，教材

ＴＶアニメ＼Ｔｅｌｅｖｉｓｅ Ａｎｉｍａｔｉ
通常 2005-066367
ｏｎ＼２カ国語バイリンガル

地震策

ｇｕｅｓｔｍｅｎｕ／ゲストメニュー

ＷＨＯ’ｓ ＷＨＯ

【21】反復使用可能なポリウレタン感圧粘着シートを成形・加工してなるインテリアアクセサ 【中間記録情報】
[審査]
リー小物・ガラス器等の転倒防止および滑り止め具
2005.07.05 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

16

【16】紙類，印刷物，献立表類

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
【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 2005.07.04 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， 2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
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 第4条1項11号)
2006.05.12 拒絶査定
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

通常 2005-066416

※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]
2005.07.06 願書
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))
2006.05.19 拒絶査定

21
通常:
2005-066412
標準

通常 2005-066442

中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.07.19 願書
2005.07.19 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.27 意見書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶査定
2006.07.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.05 願書
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2005.08.08 手続補正書(方式)
2005.09.13 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.12 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

71

72

73

74

75

76

77

商標（見本）

商標

介護かるた

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】印刷物，書籍

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

01,16

【01】のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.21 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

16,35

【16】印刷物
【35】経営に関するコンサルティング

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.07 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.26 拒絶査定

16,41

【16】印刷物，書画，写真
【中間記録情報】
【41】水泳の教授，水泳に関するセミナーの企画・運営又は開催，水泳競技会の企画・運営 [審査]
又は開催，水泳に関する電子出版物の提供，水泳に関する図書及び記録の供覧，水泳に 2005.07.22 願書
2005.07.26 認定･付加情報
関する書籍の制作，水泳施設の提供
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

16

【16】文房具類，雑誌，新聞，写真，写真立て

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.08 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

20

【20】遺骨収納ケース

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.25 願書
2005.07.25 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))
2006.05.19 拒絶査定

20

【20】遺骨収納ケース

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.25 願書
2005.07.25 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))
2006.05.19 拒絶査定

通常 2005-066917

スーパーマルチ＼Ｓｕｐｅｒ Ｍｕｌｔ
通常 2005-067134
ｉ

日本産業心理コンサル＼ティン
通常 2005-067460
グ協会

二軸クロール

レシート家計簿

分骨壇

供養壇

通常:
2005-067627
標準

通常:
2005-068025
標準

通常:
2005-068162
標準

通常:
2005-068163
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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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

78

79

商標（見本）

商標

熱活性

ウエットセンシング吸収体

種別 出願番号

区分

81

82

耐震くん

ロアヘッドライト外観

アッパーヘッドライト外観

16,25

【16】紙製又はセルロース製の乳幼児用使い捨ておむつ，紙製又はセルロース製のパンツ
式おむつ，紙製又はセルロース製の乳幼児用おむつ，紙製又はセルロース製の乳幼児用
トレーニングパンツ，顔拭き用ウェットティッシュペーパー，体拭き用ウェットティッシュペー
パー，その他のウェットティッシュペーパー，紙製キッチンタオル，紙製タオル，紙製ナプキ
ン，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙製又はセルロース製のからだ拭き，紙製又はセ
ルロース製の乳幼児用おしり拭き，衛生手ふき，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，キッ
チンペーパー，トイレットペーパー・ティッシュペーパーその他の紙類，刊行物，出版物，書
籍，雑誌，定期刊行物，その他の印刷物，製本用材料，文房具類，文房具としての又は家
庭用の接着剤，絵画用材料，絵筆及び塗装用ブラシ，教材（器具に当たるものを除く。）
【25】乳児用・幼児用又は子供用外衣，使い捨て下着，その他の乳児用・幼児用又は子供
用下着，乳児用・幼児用又は子供用帽子，その他の乳児用・幼児用又は子供用被服，乳
児用・幼児用又は子供用履物，乳児用・幼児用又は子供用ウエストバンド，乳児用・幼児
【16】耐震粘着マット，電話やファクシミリ・ＣＤプレイヤーなどのＯＡ機器の振動による転倒
防止用マット，デスクマット，机上用マット

【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条各号+第4条1項11
号)
2006.04.24 期間延長請求書
2006.05.24 手続補正書
2006.05.24 意見書
2006.05.26 拒絶査定

16

【16】下方にヘッドライトを装備した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。），タイヤ又はチューブの修繕用ゴムは
り付け片

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.27 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.24 手続補正書
2006.02.24 意見書
2006.02.27 手続補足書
2006.03.13 代理人選任届
2006.03.13 手続補足書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定

16

【16】上方にヘッドライトを装備した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。），タイヤ又はチューブの修繕用ゴムは
り付け片

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.27 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.24 手続補正書
2006.02.24 意見書
2006.02.27 手続補足書
2006.03.13 代理人選任届
2006.04.11 認定･付加情報
2006.04.11 認定･付加情報
2006.04.11 認定･付加情報
2006.04.11 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶査定

通常:
2005-068901
標準

通常:
2005-068962
標準

通常 2005-069137

通常:
2005-069143
標準

通常:
2005-069144
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

【09】バーコードプリンタ・電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部 【中間記録情報】
品，電気通信機械器具，盗難警報器，配電用又は制御用の機械器具
[審査]
【16】ラベル（布製を除く。）・シール・下げ札・値札その他の文房具類，紙類，荷札，ハンドラ 2005.07.26 願書
2006.02.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ベラー，ラベル剥離器，印字用インクリボン
項16号)
2006.05.18 拒絶査定

16
80

指定商品・役務

09,16

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【中間記録情報】
[審査]
2005.07.27 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.08 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

83

84

85

86

87

88

商標（見本）

商標

本金蒔絵

米びつくん

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【21】ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），ガラス製又は陶磁製の包装用容器，食器類 【中間記録情報】
（貴金属製のものを除く。），食品保存用ガラス瓶，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し [審査]
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 2005.07.27 願書
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 2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
属製のものを除く。），レモン絞り器，ろうそく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除
く。），愛玩動物用食器，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。），風鈴，香炉，化粧用具 項16号)
2006.05.19 拒絶査定

21

【21】米びつ

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.08.15 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.26 拒絶査定

16

【16】家計簿

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.13 願書
2005.08.04 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.12 拒絶査定

16

【16】紙類，印刷物，印刷したくじ

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.14 願書
2005.08.26 手続補正指令書(出願)
2005.09.15 手続補正書(方式)
2005.10.28 認定･付加情報
2006.02.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

16

【16】カンバス

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.02 願書
2005.08.02 手続補足書
2005.08.02 認定･付加情報
2005.09.01 認定･付加情報
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 拒絶査定

16

【16】段ボール箱，ファイバー箱，紙箱

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.19 願書
2006.02.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 手続補正書
2006.03.20 意見書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.26 拒絶査定

通常:
2005-069242
標準

通常:
2005-069539
標準

Ｍｙ ｌｏｖｅｌｙ ｈｏｍｅ ｈｉｓｔｏｒｙ＼
通常 2005-069574
十年家計簿

ＯＶカラーマーク

ボールドキャンバス

ＭＣ 苺パック

通常:
2005-070805
標準

通常:
2005-071461
標準

通常 2005-071861

※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）２００６．０５.xls
No.

89

90

91

92

93

94

95

商標（見本）

商標

ＳＣ パック

いぶしぎん

レアルホワイト＼ＲｅａｌＷｈｉｔｅ

声に出して覚える

祈 合格凧

ＢＲ－３ＷＯＯＤ

ｅ－骨壷屋

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】段ボール箱，ファイバー箱，紙箱

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.19 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 手続補正書
2006.03.20 意見書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.26 拒絶査定

21

【21】なべ類，食器類（貴金属性のものを除く。）

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.20 願書
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))
2006.05.26 拒絶査定

16

【16】紙類

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.03 願書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.23 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.22 願書
2005.08.23 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

28

【28】たこ

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.22 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

28

【28】擬餌，その他の釣り具，おもちゃ，人形

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.08 願書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 拒絶査定

20

【20】骨壷

【中間記録情報】
[審査]
2005.07.27 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 拒絶査定

通常 2005-071862

通常:
2005-071875
標準

通常 2005-071969

通常 2005-072949

通常:
2005-072963
標準

通常 2005-073704

通常:
2005-073968
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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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.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]
2005.08.09 願書
2005.08.09 認定･付加情報
2005.11.15 早期審査に関する事情説明書
2005.11.15 認定･付加情報
2005.11.18 早期審査に関する報告書
2005.11.25 早期審査選定結果の通知書
2006.01.19 伺い書
2006.01.27 伺い回答書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.05.19 拒絶査定
2006.09.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

27

【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】経営の診断又は経営に関する助言，広告，トレーディングスタンプの発行，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
【36】損害保険契約の締結の代理又は媒介，損害保険契約の締結の代理又は媒介に関す
る情報の提供，損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，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
【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
【27】バスマット，キッチンマット，トイレマット，ラグマット，靴ぬぐいマット，じゅうたん

16

【16】新聞，その他の印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.11 願書
2005.08.11 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))
2006.05.26 拒絶査定

16

【16】新聞，その他の印刷物

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.11 願書
2005.08.11 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))
2006.05.26 拒絶査定

16,35,36,37,39,41

96

§ＨＣＣ

通常 2005-074448

16
97

98

99

100

見るクスリ

ステップラグ

きもの学会

和装学会

通常:
2005-074716
標準

通常:
2005-074726
標準

通常:
2005-075267
標準

通常:
2005-075268
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]
2005.08.10 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.18 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.08.10 願書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.05 手続補正書
2006.04.05 意見書
2006.05.26 拒絶査定
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No.

101

102

商標（見本）

商標

魔法の靴とティアラセット

お姉チャンバラ

種別 出願番号

区分

ホームセキュリティＸ７

09,28,41

【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
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，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，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
【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，遊戯用器具，ビリヤード用具
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，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。），娯楽施設の提供，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器
【06】金庫
【09】消火器，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，避雷器，その他の配電用又は
制御用の機械器具，電池，電線及びケーブル，電気ブザー，インターホン，ビデオカメラ，ビ
デオディスクプレーヤー，ビデオテープレコーダー，その他の電気通信機械器具，電子応
用機械器具及びその部品
【11】自動点灯式照明器具，その他の電球類及び照明用器具
【17】ガラスに貼着する窓ガラス強化用又は窓ガラス飛散防止用又は紫外線遮断用のプラ
スチックフィルム及びシート
【37】機械器具設置工事，電気工事，電気通信工事，その他の建設工事，火災報知機の修
理又は保守，ガス漏れ警報器の修理又は保守，盗難警報器の修理又は保守，電子応用
機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の
修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は
保守，金庫の修理又は保守
【38】電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【39】金庫の貸与
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用
プログラムの提供
【45】施設の警備，身辺の警備，火災報知機の貸与，ガス漏れ警報器の貸与，盗難警報器
【25】被服，履物，運動用特殊衣類，運動用特殊靴
【28】運動用具，体操用具，新体操用具，重量挙げ用具
【35】経営の診断又は経営に関する助言，フランチャイズの事業の管理（インターネットによ
るものを含む。），事業の管理・運営及びこれらに関する指導・助言及び情報の提供，市場
調査
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，運動施設の提供，スポーツの興行の企画・運営又は
開催，運動用具の貸与，エアロビクス・フィットネス・エクササイズ及びウエイトトレーニング
に関する教授，エアロビクス・フィットネス・エクササイズ及びウエイトトレーニングに関する
施設の提供，エアロビクス・フィットネス・エクササイズ及びウエイトトレーニングの興行の企
画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供
【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，

通常:
2005-075386
標準

通常:
2005-076814
標準

通常 2005-077133

25,28,35,41,44

104

サーキットエクササイズ

通常:
2005-077631
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】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]
2005.08.11 願書
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.23 拒絶査定

06,09,11,17,37,38,3
9,42,45

103

指定商品・役務

28
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【中間記録情報】
[審査]
2005.08.17 願書
2005.08.17 認定･付加情報
2005.10.19 手続補正書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.19 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.18 願書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.16 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.19 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.26 拒絶査定
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No.

105

106

107

商標（見本）

商標

Ｈａｒａｐｐａ

図形商標

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

14,16,18,25

区分

【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，製図用具，タ
イプライター，チェックライター，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，鑑賞魚
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
【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，皮革
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，靴類，仮装用衣服，運動用特
殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.22 願書
2005.09.02 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))
2006.03.15 代理人受任届
2006.03.15 代理人選任届
2006.05.15 拒絶査定
2006.08.23 手続補正書(方式)
2006.08.24 手続補足書
2007.03.23 登録料納付
[登録]
2007.03.05 登録査定書
2007.03.23 設定納付書
2007.04.17 登録証

18,25,28

【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
【中間記録情報】
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，皮革
[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，仮装用衣服，運動用特 2005.08.09 願書
殊衣服，運動用特殊靴
2005.08.30 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【28】運動用具，スキーワックス，釣り具
2006.03.20 意見書
2006.03.20 代理人選任届
2006.03.20 代理人受任届
2006.03.22 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶査定

20

【20】木製又はプラスチック製の掲示板

通常:
2005-077874
標準

通常 2005-078276

３ＤＢＯＡＲＤ＼スリーディーボー
通常 2005-078286
ド

※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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URL:http://www.tm-library.com/

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.22 願書
2005.08.23 認定･付加情報
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.10 意見書
2006.04.10 手続補足書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.05.12 認定･付加情報
2006.05.18 拒絶査定
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 手続補足書

2008/2/14
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,36,41

108

投資センスアップ

通常:
2005-078427
標準

12,20,25

109

あたたかい環境

通常:
2005-078843
標準

12,20,25

110

幸せ精神文化

通常:
2005-078844
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

【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
【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
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，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
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
【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
ぶ，ベンチ，揺りかご，いすとしても使用できる歩行器，その他の幼児用歩行器，スリーピン
グバッグ
【25】子守帯，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装
【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
ぶ，ベンチ，揺りかご，いすとしても使用できる歩行器，その他の幼児用歩行器，スリーピン
グバッグ
【25】子守帯，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.23 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.12 拒絶査定
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【中間記録情報】
[審査]
2005.08.24 願書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.24 願書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

111

ハイレベルテキスト

通常:
2005-081177
標準

09,16,41

112

基礎ばっちり！シリーズ

通常 2005-081178

※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
【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
手帳，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・その他の記録媒体，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，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，その他のレ
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－ＲＯ
Ｍ，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，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，ダウンロード可能なコン
ピュータプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【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，
【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
手帳，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・その他の記録媒体，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，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，その他のレ
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－ＲＯ
Ｍ，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，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，ダウンロード可能なコン
ピュータプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【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，
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中間記録
【中間記録情報】
[審査]
2005.08.30 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.08.30 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.30 拒絶査定

2008/2/14
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３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

113

力がつく！シリーズ

通常 2005-081179

21,24

114

￠Ｐｅｔｉｔ－ｄｅｊｅｕｎｅｒ＼プティデ
通常 2005-082546
ジュネ

20

115

最高の笑顔トレーニングミラー

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
手帳，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・その他の記録媒体，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，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，その他のレ
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－ＲＯ
Ｍ，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，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，ダウンロード可能なコン
ピュータプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【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，
【21】食器類（貴金属製のものを除く。），ガラス製又は陶磁製の包装用容器，ガラス製の置
物，陶磁器製の置物，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばお
け，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，
家事用手袋，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やか
ん，携帯用アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡
立て器，こし器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵
立て（貴金属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを
除く。），盆（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェー
カー，しゃもじ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，
ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，
まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃
用具及び洗濯用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室
用手おけ，ろうそく消し及びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，
石炭入れ，はえたたき，ねずみ取り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょう
ろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブ
ラシ，寝室用簡易便器，トイレットペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守
り，おみくじ，紙タオル取り出し用金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディスペンサー，花瓶及
び水盤（貴金属製のものを除く。），風鈴，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，化粧用
具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，シューツリー，コッフェル，ブラシ用豚
毛
【24】布製身の回り品，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，かや，敷布，布団，布団カバー，
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
【20】鏡，姿見鏡

通常 2005-087784

※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]
2005.08.30 願書
2005.08.31 認定･付加情報
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.30 拒絶査定

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.02 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.22 拒絶査定
2006.08.30 手続補正書(方式)
2006.08.30 手続補足書
2007.03.09 登録料納付
[登録]
2007.02.13 登録査定書
2007.03.09 設定納付書
2007.04.10 登録証
2007.08.13 表示変更登録申請書(住所)
2007.09.07 移転登録済通知書

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.20 願書
2006.02.03 出願人名義変更届
2006.02.03 手続補足書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.07 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.05.26 拒絶査定

2008/2/14
27／28

３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

116

117

商標（見本）

商標

世界に微笑みの輪を

図形商標

種別 出願番号

区分

図形商標

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.20 願書
2006.02.03 出願人名義変更届
2006.02.03 手続補足書
2006.03.03 認定･付加情報
2006.03.07 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.05.26 拒絶査定

16

【16】ラベル（布製のものを除く。），その他の文房具類，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，印刷物，書画，写真，写真立て
【16】ラベル（布製のものを除く。），その他の文房具類，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，印刷物，書画，写真，写真立て
【16】印刷物
【35】商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営及び開催

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.26 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.22 意見書
2006.05.30 拒絶査定

通常 2005-087785

通常 2005-089610

通常 2005-089611

16,35

119

ＨＯＭＥＦＵＲＮＩＳＨＩＮＧ＆ＤＥＣ 通常:
2005-090105
ＯＲＡＴＩＶＥＦＡＩＲ
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

【20】鏡，姿見鏡

16

118

指定商品・役務

20
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【中間記録情報】
[審査]
2005.09.26 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.22 意見書
2006.05.30 拒絶査定
【中間記録情報】
[審査]
2005.09.27 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.17 意見書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.04.17 手続補足書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.05.31 拒絶査定
2006.08.25 手続補正書
2006.08.25 手続補足書
2007.07.09 登録料納付
[登録]
2007.06.07 登録査定書
2007.07.09 設定納付書
2007.08.07 登録証

2008/2/14
28／28

３条拒絶（雑貨）２００６．０５.xls
No.

120

121

122

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】印刷物
【35】商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営及び開催

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.27 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.17 意見書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.04.17 手続補足書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.05.31 拒絶査定
2006.08.25 手続補正書
2006.08.25 手続補足書
2007.07.09 登録料納付
[登録]
2007.06.07 登録査定書
2007.07.09 設定納付書
2007.08.07 登録証

17

【17】プラスチック基礎製品，化学繊維（織物用のものを除く。），化学繊維糸（織物用のもの
を除く。），糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除く。），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の座金及びワッシャー，蹄鉄（金属製のものを除く。），石
綿，岩石繊維，鉱さい綿，石綿糸，石綿織物，石綿製フェルト，絶縁手袋，ゴムひも，石綿
ひも，石綿網，ゴム製包装用容器，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，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

【中間記録情報】
[審査]
2005.09.30 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.04.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.22 意見書
2006.05.23 手続補足書
2006.05.29 拒絶査定
2006.06.20 認定･付加情報

27

【27】竹炭を使用した畳類

【中間記録情報】
[審査]
2005.10.11 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.05.26 拒絶査定

ホームファニシング＆デコラティ 通常:
2005-090110
ブフェア
標準

図形商標

竹炭びんご

通常 2005-091649

通常:
2005-094667
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

16,35
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