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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
21,30,32,43

1

シアトルズベストコーヒー

通常:
2004-006777
標準

05,08,09,10,16,20

2

Ｍｅｄｉｃａｌ＆Ｃａｒｅ＼メディカル＆
分割 2004-075406
ケア

16

3

性格習慣病

指定商品・役務
【21】手動式のコーヒーグラインダー及びコーヒーミル，コーヒー及び飲料用の断熱カップ，
再使用可能なコーヒーのフィルター（紙製のものを除く。），折り畳み可能なカップ用キャリ
アー及びキャディー，コースター（紙製のものを除く。），断熱魔法瓶，コーヒーカップ，ティー
カップ，マグカップ，ガラス製品，食器類，皿及びボール，トライベット，保存用のキャニス
ター，ドリップコーヒーメーカー（電気式のものを除く。），プランジャー式コーヒーメーカー（電
気式のものを除く。），食品用の装飾された保存容器，茶用のやかん（電気式のものを除
く。），ティーインフューザー，ティーポット，茶こし及び茶こし器，キャンドルホルダー（貴金属
製のものを除く。），キャンドルスティック（貴金属製のものを除く。），セラミック製の置物，磁
器製の置物
【30】豆を挽いてあるコーヒー及び豆を挽いてないコーヒー，ココア，茶（ハーブ茶及びノン
ハーブ茶），コーヒー飲料，茶飲料，ココア飲料，エスプレッソ飲料，コーヒー及び／又はエ
スプレッソをベースとした飲料，粉末チョコレート及び粉末バニラ（精油のものを除く。），焼
き食品（マフィン・スコーン・ビスケット・クッキー・ペーストリー及びパンを含む），すぐに作れ
るようになっている焼き商品（マフィン・スコーン・ビスケット・クッキー・ペーストリー及びパン
を含む）のもと，チョコレート商品及び菓子商品，すぐに食べられる暖かい食品，すぐに食
べられる冷たい食品，フルーツ及び穀物ベースのシリアル，すぐに飲めるコーヒー，アイス
クリーム，冷凍菓子，チョコレート，チョコレート菓子及びチョコレート飲料，キャンディー，菓
子
【32】飲料添加用の香味シロップ，ミルクシェイク
【43】飲食店サービス，カフェサービス，カフェテリアサービス，軽食堂サービス，コーヒー
バーサービス，喫茶店サービス，キャリーアウトの飲食店サービス，テイクアウトの飲食店
【05】食餌療法用食品及び飲料，防臭剤・消臭剤（工業用及び身体用のものを除く。），薬
剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用
タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当て
パッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉
乳，人工受精用精液，紙製成人用の失禁おしめ
【08】ピンセット
【09】医療用の測定機械器具，医療用の電子応用機械器具及びその部品，医療用の録音
済みカセットテープ・コンパクトディスク，医療用の録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ
【10】病床用シーツ，床ずれ防止用マット，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術
用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，
綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），
業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しび
ん，病人用便器，耳かき
【16】医療用のポリプロピレン製その他のプラスチック製の包装用袋，医療用のＸ線写真
フィルムを入れるプラスチック製包装用袋，紙製幼児用おしめ，医療用の印刷物，医療用
【16】印刷物

通常 2004-092981

※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］
2004.01.27 願書
2004.08.10 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2004.08.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2004.11.10 期間延長請求書
2004.12.10 手続補正書
2004.12.10 意見書
2004.12.10 手続補足書
2005.01.18 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
2006.08.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2004.08.16 願書
2005.03.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.15 意見書
2005.04.18 手続補足書
2005.05.19 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2004.09.27 願書
2005.02.18 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.02.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.03.28 手続補正書
2005.03.28 意見書
2005.05.20 手続補正指令書(中間書類)
2005.07.22 手続補正書(方式)
2005.07.29 手続補正指令書(中間書類)
2005.08.02 認定･付加情報
2005.09.01 認定･付加情報
2005.09.16 手続補正指令書(中間書類)
2005.09.27 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28

4

けんしんけいそく＼健身計測

通常 2004-099435

10,20

5

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2004.10.29 願書
2004.11.10 認定･付加情報
2005.06.08 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))
2005.07.12 手続補正書
2005.07.12 認定･付加情報
2006.03.27 出願人名義変更届(一般承継)
2006.04.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.25 認定･付加情報
2006.04.26 手続補正書
2006.04.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.28 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶査定

【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），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，ガラス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラ
ス製ふた」を除く。），陶磁製包装用容器，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，植木鉢，家庭園
芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，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。），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，香炉，電気式歯ブラシ，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），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，トイレ清掃用ブラシ，

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.02 願書
2006.03.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.28 拒絶査定

Ｍｏｂｉｌｅ Ｃａｒｔ＼モバイルカート 通常 2004-106051

21

6

指定商品・役務
【09】身体測定機械器具，電子計算機用プログラム，ダウンロード可能な移動体電話機用
のゲームプログラム，パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回
路・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＡ
Ｍ，ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプログラム，携帯電話機用スト
ラップ，業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディス
ク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＡＭ，ダウンロード
可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム，業務用テレビゲームの遊戯者・得
点・進行状態・その他遊戯に関する情報を記録するための業務用テレビゲーム機用磁気
カード・ＩＣカ－ド・光カード，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲー
ムプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－Ｒ
ＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＡＭ，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用の
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，携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカート
リッジ，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ゲームプログラム，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，ダウンロード可能な音声・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・
映像，電子出版物，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，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，救命用具，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，自動販売機，計算尺，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，潜水用機械器具，耳栓，事故防護用手袋
【28】運動用具，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。），遊
【10】治療用機械器具
【20】コンピュータ用載置台（家具）

ロータリードライヤー

通常:
2004-110230
標準

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.05 願書
2004.11.29 認定･付加情報
2005.06.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.24 手続補正書
2005.06.24 意見書
2005.08.12 手続補正指令書(中間書類)
2005.08.12 手続補正指令書(中間書類)
2005.11.18 手続却下の処分(補正指令)
2005.11.18 手続却下の処分(補正指令)
2005.11.22 上申書
2005.11.22 上申書
2006.01.24 手続補正書
2006.01.24 手続補正書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.02 認定･付加情報
2006.04.14
2006.04.14
2006.04.24 認定･付加情報
2006.04.24 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11,20

7

京友禅硝子工房

通常:
2004-113632
標準

28,41

8

フットラダー

通常:
2004-114078
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
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，業務用ごみ焼却炉，家庭用ごみ焼却
炉，太陽熱利用温水器，浄水装置，電球類及び照明用器具，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】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，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，プラスチック製栓，プラスチック製ふた，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
【28】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。），遊戯用器具，
遊戯用カード，トレーディングカードゲーム，ビリヤード用具，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，愛玩動物用おもちゃ，運動用具
【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供，電子計算機
端末又は移動体電話による通信を用いて行う画像・映像の提供，電子計算機端末又は移
動体電話による通信を用いて行う音楽・音声の提供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用
を含む。）による通信を用いて行うゲームの提供，電子計算機端末又は移動体電話による
通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供，オンラインによるゲームの提供，オ
ンラインによるゲームの提供に関する情報の提供，オンラインによる音声・音楽の提供，オ
ンラインによる画像・映像の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営
又は開催，電子出版物の提供，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，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。），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，
映画機械器具の貸与，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，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，お
もちゃの貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の
貸与，スポーツの興行の企画・運営又は開催，ゲーム大会の企画・運営又は開催，その他
の興行の企画・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，
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2004.12.13 願書
2005.09.05 手続補正書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.14 願書
2004.12.17 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)
2006.06.19 拒絶査定

2008/3/12
5／53

３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
28,41

9

フットワークラダー

通常:
2004-114079
標準

28
10

クレーレースドール

通常:
2004-114616
標準

16,20,41,45
11

あかり祭壇

通常:
2004-120362
標準
16,41

12

金沢学検定試験

通常:
2005-001106
標準

16

13

ＤｏｃｕｍｅｎｔＣａｒｔｒｉｄｇｅ

指定商品・役務
【28】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。），遊戯用器具，
遊戯用カード，トレーディングカードゲーム，ビリヤード用具，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，愛玩動物用おもちゃ，運動用具
【41】電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供，電子計算機
端末又は移動体電話による通信を用いて行う画像・映像の提供，電子計算機端末又は移
動体電話による通信を用いて行う音楽・音声の提供，テレビゲーム機（家庭用及び業務用
を含む。）による通信を用いて行うゲームの提供，電子計算機端末又は移動体電話による
通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供，オンラインによるゲームの提供，オ
ンラインによるゲームの提供に関する情報の提供，オンラインによる音声・音楽の提供，オ
ンラインによる画像・映像の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営
又は開催，電子出版物の提供，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，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。），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，
映画機械器具の貸与，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，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，お
もちゃの貸与，業務用ビデオゲーム機の貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の
貸与，スポーツの興行の企画・運営又は開催，ゲーム大会の企画・運営又は開催，その他
の興行の企画・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，
【28】西洋人形

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.02 願書
2004.12.24 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

【16】出版物，
【20】葬祭用具，
【41】セミナーの企画・運営又は開催，書籍の制作，電子出版物の提供，
【45】葬儀の執行，祭壇の貸与，

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.27 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.30 拒絶査定
【16】新聞，雑誌，教科書，問題集
【中間記録情報】
【41】金沢地方に関する知識についての検定試験の企画・運営又は実施，金沢地方に関す ［審査］
2005.01.11 願書
る知識についての検定試験に関連するセミナーの企画・運営又は実施，金沢地方に関す
2005.01.11 認定･付加情報
る知識についての検定試験に関連する電子出版物の提供
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.09.30 手続補正書
2005.09.30 認定･付加情報
2005.09.30 認定･付加情報
2005.09.30 意見書
2006.06.30 拒絶査定
【16】ファイル，バインダー，ドキュメントファイル，書類用ケース，ボックスファイル，フォル
ダー（文房具），ホルダー（文房具）

通常:
2005-002488
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］
2004.12.14 願書
2004.12.17 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)
2006.06.19 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.01.17 願書
2005.01.17 認定･付加情報
2005.09.02 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.09.20 手続補正書
2005.09.21 意見書
2005.09.22 手続補足書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

14

15

16

17

18

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【28】電子ゲームおもちゃ（テレビジョン受像機専用のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.25 願書
2005.08.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.10.05 手続補正書
2005.10.05 手続補足書
2005.10.05 意見書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定

20

【20】車載用キャビネット，その他の家具，工具箱（金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.02 願書
2005.02.03 認定･付加情報
2005.08.30 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.10.03 意見書
2005.10.03 手続補足書
2005.10.04 認定･付加情報
2005.11.02 認定･付加情報
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 拒絶査定

21

【21】つぼ，その他本類に属する商品

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.15 願書
2005.02.15 手続補足書
2005.04.15 手続補正指令書(中間書類)
2005.04.26 手続補正書
2005.06.07 認定･付加情報
2005.06.07 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.15 上申書
2006.06.23 拒絶査定

09,16

【09】業務用テレビゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，電気通信機械器具，電 【中間記録情報】
子応用機械器具及びその部品，自動車用シガーライター，家庭用テレビゲームおもちゃ， ［審査］
2005.02.17 願書
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，
雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディ 2005.02.17 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
スク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気テープ・その他の記録媒体，レ
コード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィ 項16号)
ルム，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
2005.11.09 意見書
2005.11.11 認定･付加情報
【16】書籍・雑誌・写真集・その他の印刷物，書画，写真
2006.06.16 拒絶査定

21

【21】泡立て器

ゲームロボット＼ＧＡＭＥＲＯＢＯ
通常 2005-004965
Ｔ

Ｑｕａｔｒｏｓｈｅｌｆ＼クアトロシェルフ 通常 2005-008321

水月焼

スペシャルインポートカーショー

§ＣＯ２エスプーマ

通常 2005-011916

通常:
2005-013097
標準

通常 2005-013937

※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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.21 願書
2005.02.21 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)
2005.11.08 手続補正書
2005.11.08 意見書
2005.11.08 認定･付加情報
2005.11.08 認定･付加情報
2005.11.09 手続補足書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

19

20

21

22

商標（見本）

商標

ＢＬＡＣＫ ＭＯＮＤＡＹ

中陰香炉

銀座の画廊ドットコム

プチチャック

種別 出願番号

区分

ｈｙｂｒｉｄ ｂｏｏｋｓｔｏｒｅ

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.28 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)
2005.12.27 期間延長請求書
2006.01.30 意見書
2006.01.31 手続補足書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
2006.09.21 手続補正書
2006.09.22 手続補足書
2007.08.20 登録料納付
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.04 登録査定書
2007.08.20 設定納付書
2007.09.11 登録証

20

【20】葬祭用香炉

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.14 願書
2005.03.10 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))
2006.06.23 拒絶査定

16,41

【16】紙類，紙製包装用容器，印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類
【41】技芸又は知識の教授，図書及び記録の供覧，美術品の展示，電子出版物の提供，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，写真の撮影，音響用又
は映像用のスタジオの提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.23 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.30 意見書
2006.06.16 拒絶査定

16

【16】プラスチック製ごみ収集用袋，紙製ごみ収集用袋，流し台のコーナー用水切りごみ
【中間記録情報】
袋，排水管口に取り付けて使用する家庭用塵芥収納網袋，家庭用食品包装袋，業務用プ ［審査］
ラスチック製食品包装用袋，家庭用食品包装フィルム，家庭用プラスチック製小物入れ袋， 2005.03.08 願書
2005.10.04 職権訂正履歴(職権訂正)
紙製ドリップシート，使用済み紙おむつの収容及び廃棄用プラスチック製袋，プラスチック
2005.10.14 職権訂正通知書(職権訂正)
製汚物袋，スーパーマーケット等で買物客に提供されるプラスチック製包装袋，プラスチッ
2005.10.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ク製簡易買物用袋
号)
2005.11.21 意見書
2006.06.16 拒絶査定
【16】印刷物
【中間記録情報】
［審査］
【35】商品の売買の仲介
2005.03.10 願書
2005.03.17 認定･付加情報
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.06 意見書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定

分割:
2005-016882
標準

通常 2005-017021

通常 2005-019483

通常 2005-019811

通常:
2005-020834
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】録音済みのオーディオテープ・カセットテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクト
ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ及びその他の記録媒体，映写フィルム，スライドフィルム，録画
済みのオーディオテープ・カセットテープ・ビデオテープ・ビデオディスク・コンパクトディスク・
ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ及びその他の記録媒体
【16】書籍，マニュアル，出版物，その他の印刷物

16,35

23

指定商品・役務

09,16
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

24

25

26

27

商標（見本）

商標

メイドカフェ

立体商標

広反発

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.02 願書
2005.04.01 手続補正指令書(出願)
2005.04.14 上申書
2005.05.18 認定･付加情報
2005.05.18 認定･付加情報
2005.08.04 伺い書
2005.08.12 伺い回答書
2005.09.22 刊行物等提出書
2005.10.21 認定･付加情報
2005.10.28 刊行物等提出による通知書
2005.11.25 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.11.28 伺い書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.09 伺い回答書
2006.01.16 意見書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.04.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.09 拒絶査定
2006.06.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

20

【20】寝台用手すり

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.18 願書
2005.03.18 認定･付加情報
2005.10.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.28 意見書
2005.11.28 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶査定

28

【28】おもちゃ，人形，運動用具，釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.24 願書
2005.03.24 認定･付加情報
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.29 意見書
2005.11.29 代理人受任届
2005.12.01 認定･付加情報
2005.12.01 認定･付加情報
2005.12.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.09 拒絶査定
2006.11.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

11,20,21

【11】電球類及び照明用器具，ガスストーブ，その他の火鉢類，給水加熱器，その他のボイ 【中間記録情報】
ラー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，暖冷房装置，便所ユニット，浴室ユニッ ［審査］
ト，家庭用電熱用品類，洗い場付き浴槽，シャワー器具，洗面台及び洗い場付き浴槽，浴
2005.03.25 願書
槽，浴槽がま，その他の浴槽類，家庭用浄水器，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
2005.03.25 認定･付加情報
シャー，水道用栓，汚水浄化槽，家庭用汚水浄化槽，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒
2005.10.24 職権訂正履歴(職権訂正)
剤ディスペンサー，便器，和式便器用椅子
2005.10.31 職権訂正通知書(職権訂正)
【20】洗面化粧台，洗髪洗面化粧台，その他の家具，プラスチック製バルブ（機械要素に当 2005.11.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
たるものを除く），カーテン金具，クッション，マットレス，家庭用水槽（金属製又は石製のも 項16号)
2005.12.07 意見書
のを除く），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く），つい立て，ハンガーボード，帽
子掛けかぎ（金属製のものを除く）
2006.06.15 拒絶査定
【21】洗面器，便所用ごみ入れ，浴室用ごみ入れ，石けん置き，化粧用具，おけ用ブラシ，
紙タオル取り出し用金属製箱，石けん用ディスペンサー，トイレットペーパーホルダー，湯

通常 2005-022144

通常:
2005-024063
立体

通常:
2005-025528
標準

ＮＥＷ ＬＡＶＡＴＯＲＹ ＳＰＡＣＥ
通常 2005-026130
＼ニューラバトリースペース

※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

16,43
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

28

29

30

商標（見本）

商標

あがるんだな

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.06 願書
2005.04.06 認定･付加情報
2005.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 意見書
2006.06.15 拒絶査定
2006.07.20 手続補足書
2006.10.27 登録料納付
［登録］
2006.10.27 登録査定書
2006.10.27 設定納付書
2006.11.28 登録証

20

【20】椅子，座椅子，家具

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.07 願書
2005.04.08 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.05 意見書
2005.12.05 認定･付加情報
2006.06.19 拒絶査定

03,05,09,27,41

【03】化粧品，せっけん類，化粧用グリース，化粧用コットン，化粧用コンパクトに収納された
アイシャドウ・ほお紅・ボディーパウダー・フェースパウダー・リップスティックその他の口紅・
リップグロス・アイペンシル・ネイルエナメル，化粧用脱色剤，化粧用着色料，化粧用綿棒，
化粧用油，化粧落とし剤，肌用化粧品用香料類，香料類，香水類，香料用及び香水用油
【05】健康食品，食餌療法用食品及び飲料，食餌療法用の食品調製剤，乳児用食品，乳児
用の離乳育児用加工食品，健康管理用の薬剤及び化学薬剤
【09】電子出版物，スライドフィルム，音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体，
活劇・アニメーション・スポーツ・音楽・コメディー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
【27】ヨガ用マット，マット，カーペット，ラグ，屋内競技用マット，床敷物，畳，織物製の壁紙，
【41】録音又は録画済み記録媒体の複製，ビデオテープの編集，教育情報の提供，宗教教
育，知識又は技芸の教授，文化又は教育のための展示会の運営，映画の制作，映画フィ
ルムの貸与，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，ラジオ放送
用娯楽番組の制作・配給，ビデオデッキの貸与，録音済み記録媒体の貸与，録画済みビデ
オテープの貸与，セミナーの手配及び運営，知識の教授，テレビジョン放送用娯楽番組の
制作・配給，実地教育，翻訳，個人に対する知識の教授，ビデオテープへの収録，職業訓
練，研修会の手配及び管理，通信教育による知識の教授，セラピーに関する知識の教授，
スポーツマッサージの教授，トレーニング方法の教授，フィットネスの教授又は指導，ヨガの
教授に関する情報の提供，リフレクソロジー・マッサージに関する知識及び技術の教授，技
芸・スポーツ又は知識の教授，宗教に関する教義・教典・知識・思想の教授，精神健康法に
関する教授，体操・呼吸法・美容の教授及びセミナーの企画・運営又は開催，美容の教授
【17】プラスチック板，その他のプラスチック基礎製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.08 願書
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.01.17 上申書
2006.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-030392
標準

Ａｎｉｍａｌ Ｂａｓｋｅｔ＼アニマルバ
通常 2005-030729
スケット

ルーシーダットン

ＣＮＴ

通常:
2005-031379
標準

通常:
2005-033205
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

【11】電球類及び照明用器具，ガスストーブ，その他の火鉢類，給水加熱器，その他のボイ
ラー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，暖冷房装置，便所ユニット，浴室ユニッ
ト，レンジフード及びその他の家庭用電熱用品類，洗い場付き浴槽，シャワー器具，洗面台
及び洗い場付き浴槽，浴槽，浴槽がま，その他の浴槽類，家庭用浄水器，水道蛇口用座
金，水道蛇口用ワッシャー，水道用栓，汚水浄化槽，家庭用汚水浄化槽，洗浄機能付き便
座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用椅子
【20】洗面化粧台，洗髪洗面化粧台，その他の家具，プラスチック製バルブ（機械要素に当
たるものを除く），カーテン金具，クッション，マットレス，家庭用水槽（金属製又は石製のも
のを除く），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く），つい立て，ハンガーボード，帽
子掛けかぎ（金属製のものを除く）

17

31

指定商品・役務

11,20

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.14 願書
2005.04.14 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.01 意見書
2005.12.01 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

32

33

34

35

36

商標（見本）

商標

株式会社ノナカ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機，楽器ケース

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.14 願書
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.01.23 意見書
2006.01.25 手続補足書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.04.14 出願人名義変更届
2006.04.14 手続補足書
2006.04.14 手続補足書
2006.04.14 上申書
2006.04.14 代理人選任届
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.23 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶査定

28

【28】運動用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.14 願書
2005.11.01 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.06 意見書
2006.06.02 拒絶査定

20

【20】木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器

27

【27】じゅうたん

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.19 願書
2005.04.19 認定･付加情報
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.21 意見書
2006.06.02 拒絶査定
2006.08.31 手続補正書(方式)
2007.12.05 意見書
【中間記録情報】
［審査］
2005.04.11 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.11.24 手続補正書
2006.04.14 補正の却下の決定
2006.06.16 拒絶査定

28

【28】おもちゃ

通常:
2005-033430
標準

男は魅せるカラダ女は惑わせる
通常 2005-033456
カラダ

エコ弁当容器

ゴレスタン

百万塔

通常 2005-034851

通常 2005-035984

通常:
2005-036592
標準

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

中間記録

15

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.11 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.25 意見書
2006.06.16 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.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

14,16,18,20,24,25,3 【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂 【中間記録情報】
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 ［審査］
4

37

Ｐｒｉｎｔａｂｌｅ＼プリンタブル

通常 2005-038096

16
38

Ａｐｒｉｌ Ｓｎｏｗ＼四月の雪

通常 2005-039676

06,17
39

多口管

超多点

【17】管継ぎ手（金属製のものを除く）

通常 2005-040976

16,37

40

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
【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，サ
インペン，フェルトペン，ボールペン，ブックカバー，その他の文房具類，印刷物，書画
【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，トートバッグ，ウ
エストポーチ，巾着型のかばん，その他のかばん類，名刺入れ，カード入れ，その他の袋
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，
【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
【06】金属製管継ぎ手

【16】カタログ，パンフレット
【37】地盤強化工事

通常:
2005-041360
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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2005.04.27 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.09 手続補正書
2005.11.09 物件提出書
2005.11.09 意見書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.02.10 手続補正書
2006.02.10 意見書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.06 願書
2005.11.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.11 願書
2005.05.11 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.12 願書
2005.05.12 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.01.18 手続補正書
2006.01.18 手続補足書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.01.18 認定･付加情報
2006.01.18 意見書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

41

42

商標（見本）

商標

ＧＵＩＤＥＢＡＲ

ナノシルバー

種別 出願番号

区分

44

45

ｍｉｎｉｆｏｒｍ＼ミニフォーム

§博多木札

サイレンパトカー

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.17 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.13 意見書
2006.01.13 手続補足書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定

18,24,25,26,27

【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
【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，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
ビリヤードクロス，布製ラベル
【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
殊衣服，運動用特殊靴
【26】魚網製作用杼，メリヤス機械用編針，針類，被服用はとめ，テープ，リボン，編みレー
ス生地，刺しゅうレース生地，房類，組みひも，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜
き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除く。），腕止め，衣服用き章（貴金属製のものを除
く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用ブローチ，帯留，
ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン類，造花，つけあ
ごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，
人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲー
ム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊
戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.19 願書
2005.11.16 拒絶理由通知書(第4条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.26 上申書
2005.12.27 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)
2006.03.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.26 拒絶査定

16,20

【16】木製の荷札，印章
【20】木製の立て看板，木製彫刻，きょう木

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2005.05.31 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.16 手続補正書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.01.16 認定･付加情報
2006.01.16 意見書
2006.06.09 拒絶査定

28

【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，
人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲー
ム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊
戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.25 願書
2005.05.25 認定･付加情報
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.23 意見書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.03.29 出願人名義変更届(一般承継)
2006.05.02 手続補正書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定

通常:
2005-043082
標準

通常 2005-043871

通常 2005-044937

通常 2005-045728

通常:
2005-045875
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

【10】医療用機械器具
【20】家具

28

43

指定商品・役務

10,20

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.23 願書
2005.05.23 認定･付加情報
2005.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.18 意見書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定
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No.

46

47

商標（見本）

商標

途中下車の旅

履くサポーター

種別 出願番号

区分

角型フレックス

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.12 願書
2005.06.06 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)
2006.02.09 意見書
2006.06.16 拒絶査定
2006.10.13 手続補正書(方式)

10,25,28

【10】医療用サポーター，医療用サポーター付き健康帯，医療用サポーター付き拘束服，医
療用サポーター付き副木，医療用サポーター付き脱肛痔バンド，医療用サポーター付き脱
腸帯，医療用サポーター付き弾性靴下，医療用サポーター付き椎骨矯正器，医療用サ
ポーター付き腹帯，医療用サポーター付き歩行補助器，医療用サポーター付き骨接合用
器具，医療用サポーター付き支持包帯
【25】保温用サポーター，保温用サポーター付き下着，保温用サポーター付き靴下，その他
の保温用サポーター付き被服，保温用サポーター付きガーター，保温用サポーター付き靴
下止め，保温用サポーター付きズボンつり，保温用サポーター付きバンド，保温用サポー
ター付きベルト，保温用サポーター付き履物，保温用サポーター付き仮装用衣服，保温用
サポーター付き運動用特殊衣服，保温用サポーター付き運動用特殊靴
【28】サポーター，サポーター付き運動用手袋，サポーター付き胸当て，サポーター付き肩
当て，サポーター付きすね当て，サポーター付きひざ当て
【09】電線及びケーブル，電線管，電線・ケーブル保護ダクト，電線管保護ダクト
【17】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，バルカンファイバー，プラスチック基礎製品，ゴム

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.27 願書
2005.05.27 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.16 意見書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

通常 2005-046228

通常:
2005-047085
標準

通常:
2005-047991
標準

16,25

49

立体商標

通常:
2005-048352
立体

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

中間記録

【16】印刷物，書画，写真
【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

09,17

48

指定商品・役務

16,41

【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1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.14 意見書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.06.23 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
【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 2005.05.18 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， 2005.07.08 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 2005.08.03 手続補正書(方式)
2005.08.31 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 2005.11.30 上申書
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文 2005.11.30 認定･付加情報
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2005.11.30 手続補足書
【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 2006.01.05 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
殊衣服，運動用特殊靴
2006.04.19 意見書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.04.19 手続補足書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定
2006.06.27 出願取下書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.12.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

50

51

52

商標（見本）

商標

立体商標

すべらんぜよ

種別 出願番号

区分

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
【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 2005.05.18 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， 2005.07.08 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 2005.08.03 手続補正書(方式)
2005.08.31 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 2005.11.30 上申書
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文 2005.11.30 手続補足書
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2005.12.01 認定･付加情報
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 2006.01.05 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
殊衣服，運動用特殊靴
2006.04.19 意見書
2006.04.19 手続補足書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定
2006.06.27 出願取下書
2006.06.28 認定･付加情報

27

【27】マット

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.07 願書
2005.07.29 手続補正指令書(出願)
2005.08.25 手続補正書
2005.09.28 認定･付加情報
2005.09.28 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)
2006.06.09 拒絶査定
2006.06.21 手続補正書
2006.08.18 却下理由通知書(中間書類)
2006.12.15 手続却下の処分(却下理由)

20

【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用い
す，理髪店用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金
属製又は石製のものを除く。），輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金
属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及び
キャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファ
イバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まく
ら，マットレス，麦わらさなだ，木製の包装用容器（「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除
く。），竹製の包装用容器，副食を収納するためのプラスチック製の容器，紙とプラスチック
フィルムを貼り合わせて形成された副食を収容するための容器，コルク製栓，プラスチック
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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.07 願書
2005.06.08 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)
2006.06.09 拒絶査定

通常:
2005-048353
立体

通常:
2005-050556
標準

セイフティ エコ カップ＼Ｓａｆｅｔ
通常 2005-050901
ｙ Ｅｃｏ Ｃｕｐ

※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

16,25
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09,16,25,41

53

§ＮＯ ＷＡＲＮＩＮＧ

優先 2005-051382

16,28

54

§ｋａｂｕ ｄｅ ｉｋｏ！＼株でいこ
通常 2005-051803
う！

28

55

56

57

世界の艦船

お試し入居

食育おもちゃ

指定商品・役務

中間記録

【09】音楽の録音済みのコンパクトディスク，レコード，音楽の興行の録画済みビデオテー
プ，その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電気通信機械器具，電子応用機
械器具及びその部品
【16】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，紙類，カレ
ンダー，ポスター，ステッカー，その他の文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【25】ティーシャツ，オーバーオール，セーター類，ショーツ，パンツ，フード付きスエットシャ
ツ，その他のスエットシャツ，スポーツシャツ，タンクトップ，ジーンズ製被服，ジャケット，帽
子，下着，パジャマ，手袋，バスローブ，その他の被服，ベルトバックル，バンド，ベルト，履
物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【41】音楽の演奏，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
【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
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，
人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲー
ム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊
戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.08 願書
2005.09.08 優先権証明書提出書
2005.10.12 認定･付加情報
2005.12.05 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.19 拒絶査定
2007.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-051910
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.09 願書
2005.06.10 認定･付加情報
2005.12.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.06 意見書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.03.29 出願人名義変更届(一般承継)
2006.05.02 手続補正書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶査定
2006.09.19 手続補正書(方式)
2006.09.19 手続補足書

16,41

【16】印刷物
【中間記録情報】
【41】インターネットを利用した不動産の販売に関する情報の提供，インターネットを利用し ［審査］
2005.06.13 願書
た不動産に関するセミナーの企画・運営・開催及びこれらに関する情報の提供
2005.06.14 認定･付加情報
2006.03.03 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))
2006.06.09 拒絶査定

28

【28】教育用おもちゃ，その他のおもちゃ，人形

通常:
2005-052684
標準

通常 2005-053835

※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］
2005.06.09 願書
2005.06.09 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)
2006.06.09 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.06.15 認定･付加情報
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.17 意見書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

58

59

60

61

62

商標（見本）

商標

ウィット＼ＷＩＴ．

スーパーバウンドボール

ジュエルズチタン

ＯＮＤＡ

地上資源

種別 出願番号

区分

エム・ユー

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.06.16 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

28

【28】ボールおもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.20 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

16

【16】印章，印章入れ

20

【20】家具，ハンガーボード，つい立て，ベンチ，額縁

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.21 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.06.28 認定･付加情報
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

09,16,35,41,42

【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，
【15】調律機，楽器，演奏補助品，音さ

通常 2005-054111

通常:
2005-055278
標準

通常:
2005-055756
標準

通常:
2005-056376
標準

通常:
2005-056511
標準

通常:
2005-056547
標準

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

中間記録

【16】印刷物

15
63

指定商品・役務

16
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.07.04 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.10 意見書
2006.05.12 手続補足書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.12 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16

64

エム・ユー

通常:
2005-056548
標準

17
65

エム・ユー

通常:
2005-056549
標準

20

66

エム・ユー

通常:
2005-056552
標準

21

67

エム・ユー

通常:
2005-056553
標準

27
68

エム・ユー

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
【17】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，ゴム，岩石繊維製防音材（建築用のも
【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，
【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，ガラス製又は磁気製の立て看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き
【27】洗い場用マット，畳類，人工芝，敷物，壁掛け（織物製のものを除く。），体操用マット，
壁紙

通常:
2005-056559
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定
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No.

69

70

71

72

73

74

75

商標（見本）

商標

エム・ユー

エム・ユー

種別 出願番号

猫のオマル

通常:
2005-057928
標準

ピクブック＼ＰＩＣＢＯＯＫ

【34】紙巻きたばこ用紙，たばこ，喫煙用具（貴金属製のものを除く。），マッチ

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

28,40

【28】人形，おもちゃ，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，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，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
【40】布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。），裁縫，ししゅう，木材の加工，
紙の加工，竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工（食物原材料の加工を除
く。），映画用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，
編み機の貸与，ミシンの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 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)
2006.06.23 拒絶査定

20

【20】猫用トイレ

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.27 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 拒絶査定

16

【16】文房具類，書画，印刷物，紙類

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.27 願書
2005.08.09 手続補正指令書(出願)
2005.09.05 手続補正書(方式)
2005.10.04 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.23 意見書
2006.06.23 拒絶査定

21

【21】携帯用魔法瓶，その他の魔法瓶，水筒

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.27 願書
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.06 意見書
2006.03.06 手続補足書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶査定

16

【16】紙類，紙製包装用容器，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふ 【中間記録情報】
き，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙製幼児用おしめ，印刷物，絵はがき，楽譜，歌 ［審査］
集，カタログ，カレンダー，雑誌，書籍，新聞，地図，日記帳，ニューズレター，パンフレット， 2005.06.15 願書
書画，写真，写真立て，かるた，トランプ，花札，文房具類，昆虫採集用具，電気式鉛筆削 2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
り，事務用電動式ホッチキス，事務用又は家庭用ののり及び接着剤
2006.02.17 手続補正書
2006.05.12 補正の却下の決定
2006.06.30 拒絶査定

通常 2005-058056

通常:
2005-058101
標準

通常 2005-058834

※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

34
通常:
2005-056566
標準

通常 2005-057843

マイボトル

指定商品・役務

【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］
2005.06.22 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，
2005.06.22 認定･付加情報
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
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

通常:
2005-056560
標準

つるしびな＼つるし雛

ＯＡＺＯ＼オアゾ

区分
28
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.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

【20】家具，貯蔵槽類（金属製又は石製のものを除く。），プラスチック製バルブ（機械要素に
当たるものを除く。），カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナッ
ト・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッ
シャー（金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製
のものを除く。），木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，葬祭用具，荷役用パレット
（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，クッション，座布団，まくら，マットレス，愛玩動物用
ベッド，アドバルーン，犬小屋，うちわ，屋内用ブラインド，買物かご，額縁，家庭用水槽（金
属製又は石製のものを除く。），きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），工具箱（金属
製のものを除く。），小鳥用巣箱，ししゅう用枠，植物の茎支持具，食品見本模型，人工池，
すだれ，ストロー，スリーピングバッグ，せんす，装飾用ビーズカーテン，タオル用ディスペ
ンサー（金属製のものを除く。），つい立て，ネームプレート及び標札（金属製のものを除
く。），旗ざお，ハンガーボード，びょうぶ，ベンチ，帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），
盆（金属製のものを除く。），マネキン人形，麦わらさなだ，木製又はプラスチック製の立て
看板，郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），揺りかご，幼児用歩行器，洋服飾り型
類，美容院用いす，理髪用いす，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，木製彫刻，あし，い，
おにがや，きょう木，しだ，すげ，すさ，竹，竹皮，つる，とう，麦わら，木皮，わら，きば，鯨
【16】食品・日用品を包装し冷蔵・冷凍・保存に使用するチャック付きプラスチック製袋，家庭
用食品包装フィルム，家庭用包装フィルム

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.28 願書
2005.07.01 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))
2006.06.23 拒絶査定

28

【28】運動用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.18 願書
2005.07.15 手続補正指令書(出願)
2005.08.02 手続補正書
2005.09.07 認定･付加情報
2005.09.07 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.26 意見書
2006.03.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.04.04 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定

16,28

【16】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，模型又は塑像製作用の粘土，工芸
用粘土，紙粘土，書画，写真，写真立て
【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，油粘土，小麦粉粘土，寒天粘土，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，
リハビリテーション用の運動用粘土，釣り具，昆虫採集用具
【28】ゴルフクラブ用シャフト，その他のゴルフ用具，その他の運動用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.05 願書
2006.01.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.13 手続補正書
2006.03.13 意見書
2006.06.05 拒絶査定
2007.06.12 登録料納付
［登録］
2007.06.11 登録査定書
2007.06.12 設定納付書
2007.07.10 登録証

20

76

３Ｒ＼スリーアール

通常 2005-058871

16
77

78

79

コンサーブ

ＫＪ１

ＧＥＬ ＣＬＡＹ

通常:
2005-058876
標準

通常 2005-059933

通常:
2005-061494
標準

28

80

Ｍ８０

優先:
2005-061921
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］
2005.06.28 願書
2005.06.29 認定･付加情報
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2005.07.12 優先権証明書提出書
2005.08.09 代理権変更届
2005.08.09 手続補足書
2005.08.11 認定･付加情報
2005.09.07 認定･付加情報
2005.09.07 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

81

82

83

84

85

商標（見本）

商標

介護１１０番

起業道＼ＫＩＧＹＯＤＯ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【16】雑誌・その他の印刷物（書籍を除く。）
【中間記録情報】
【43】インターネットを利用した介護に関する情報の提供・その他の介護に関する情報の提 ［審査］
2005.07.06 願書
供
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.30 意見書
2006.03.31 手続補足書
2006.05.02 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

09,16,38,41,42

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ，レコード，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，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，雑誌・新聞・ムックを内容とする電子出版物，ゲームに関する
電子出版物
【16】文房具類，雑誌，新聞，ムック
【38】電気通信（放送を除く。），放送
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，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。），映画・演芸・演劇・音楽又は教育研
修のための施設の提供，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
【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

16,29,30

【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

16,29,30

【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］
2005.07.07 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)
2006.06.09 拒絶査定

16,29,30

【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］
2005.07.07 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)
2006.06.09 拒絶査定

通常:
2005-062000
標準

通常 2005-062555

ボタニカルレメディー＼Ｂｏｔａｎｉｃ
通常 2005-062610
ａｌｒｅｍｅｄｙ

ボタニカルズレメディーズ＼Ｂｏｔ
通常 2005-062611
ａｎｉｃａｌｓｒｅｍｅｄｉｅｓ

ボタニカルレメディーズ＼Ｂｏｔａ
通常 2005-062612
ｎｉｃａｌｒｅｍｅｄｉｅｓ

※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

16,43
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2005.07.07 認定･付加情報
2006.01.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.28 手続補正書
2006.02.28 意見書
2006.02.28 代理人選任届
2006.03.01 手続補足書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
2006.07.03 手続補正書
2007.06.25 登録料納付
2007.08.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.06.11 登録査定書
2007.06.25 設定納付書
2007.07.17 登録証
【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)
2006.06.09 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.
86

87

88

89

90

91

商標（見本）

商標
ＰＩＴＣＨ ＢＥＮＤ

スタディショップ

アプリでスタディ

セキュリティシャッター

セキュアシャッター

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【15】調律機，電気又は電子楽器用アンプ，その他の楽器，電気又は電子楽器用エフェク 【中間記録情報】
ター，その他の演奏補助品，音さ，電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装 ［審査］
2005.07.07 願書
置，ミュージックシーケンサー，楽音サンプラー（電子楽器用のものに限る。），自動リズム
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
演奏装置
2006.06.16 拒絶査定

09,16,41

【09】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，電子出版物
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供

09,16,41

【09】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，電子出版物
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供

20

【20】オフィス用家具

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.07.22 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)
2006.06.09 拒絶査定

20

【20】オフィス用家具

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.07.22 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)
2006.06.09 拒絶査定

21

【21】化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2005.07.14 手続補足書
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 手続補正指令書(出願)
2005.08.29 手続補正書
2005.10.21 手続補正指令書(中間書類)
2005.11.09 手続補正書
2005.12.15 認定･付加情報
2005.12.15 認定･付加情報
2005.12.15 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)
2006.05.08 手続補足書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶査定

通常:
2005-062651
標準

通常:
2005-062679
標準

通常:
2005-062680
標準

通常:
2005-064293
標準

通常:
2005-064298
標準

ＭＹ ＢＡＣＫ ＡＰＰＬＩＣＡＴＯＲ
通常 2005-064565
＼マイ バック アプリケーター

※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

15
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2005.07.07 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.07 意見書
2006.03.07 手続補足書
2006.04.05 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2005.07.07 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)
2006.03.07 意見書
2006.03.07 手続補足書
2006.04.05 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,38,41

92

Ｆ４

通常:
2005-065066
標準

21

93

94

95

スリット鉢

通常:
2005-065274
標準

ｉｒｏ

通常:
2005-065944
標準

クイックハリハズシ

ナノファンクション

カートゥーン・イングリッシュ

28

【28】釣り具

通常:
2005-066826
標準

通常:
2005-066956
標準

通常:
2005-066980
標準

09,16,41
98

Ｐｈｒａｓｅ Ｅｎｇｌｉｓｈ

通常:
2005-066981
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］
2005.07.04 願書
2005.08.05 手続補正指令書(出願)
2005.08.10 手続補正書(方式)
2005.09.15 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))
2006.06.09 拒絶査定

【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ア 【中間記録情報】
スファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築 ［審査］
用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は 2005.07.15 願書
構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，木材，建具（金属製のものを除く。）
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.06 拒絶査定
【20】家具

09,16,41
97

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.14 願書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.27 拒絶査定

19,20

28
96

指定商品・役務
【16】紙製包装用容器，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【41】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，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，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，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。），音響用又は映像用の
スタジオの提供，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，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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.20 願書
2005.07.20 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定
【28】運動用具
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定
【09】レコード，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 【中間記録情報】
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
［審査］
【16】カタログ，雑誌，書籍，パンフレット
2005.07.06 願書
2005.07.28 認定･付加情報
【41】学習塾における教授，高等学校における教育，語学の教授，小学校における教育，
大学における教授，中学校における教育，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
提供，書籍の制作
2006.06.16 拒絶査定
【09】レコード，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 【中間記録情報】
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
［審査］
【16】カタログ，雑誌，書籍，パンフレット
2005.07.06 願書
2005.07.28 認定･付加情報
【41】学習塾における教授，高等学校における教育，語学の教授，小学校における教育，
大学における教授，中学校における教育，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
提供，書籍の制作
2006.06.16 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

99

100

101

102

103

104

商標（見本）

商標

フレーズ・イングリッシュ

Ｃａｒｔｏｏｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ

種別 出願番号

区分

地産・地消

新美顔＼ｓｈｉｎｂｉｇａｎ

09,16,41

【09】レコード，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 【中間記録情報】
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
［審査］
【16】カタログ，雑誌，書籍，パンフレット
2005.07.06 願書
2005.07.29 認定･付加情報
【41】学習塾における教授，高等学校における教育，語学の教授，小学校における教育，
大学における教授，中学校における教育，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
提供，書籍の制作
2006.06.16 拒絶査定

28

【28】運動用具，スキーワックス，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がる 【中間記録情報】
［審査］
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 2005.07.21 願書
2005.07.21 認定･付加情報
用具，釣り具
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.01 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.08 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)
2006.06.09 拒絶査定

20,24,27

【20】家具，ブラインド，すだれ，つい立て，看板，床材，たんす，棚類，ベンチ，机類，椅子
類，花立て，箱類，鏡台
【24】椅子カバー，壁掛け，カーテン，テーブル掛け，幕類
【27】絨毯，敷物，畳類，ござ，マット，人工芝

【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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.23 拒絶査定

08,21,24,44

【08】電気かみそり及び電気バリカン，手動利器（「刀剣」を除く。），革砥，鋼砥，砥石，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）
【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，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，
ビリヤードクロス，布製ラベル
【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き
【05】薬剤
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

通常:
2005-066982
標準

通常:
2005-066983
標準

通常 2005-067423

通常 2005-067988

通常 2005-068359

03,05,21
105

ニュウヨクドットコム＼入浴．ｃｏ
通常 2005-069408
ｍ．

※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】レコード，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 【中間記録情報】
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
［審査］
【16】カタログ，雑誌，書籍，パンフレット
2005.07.06 願書
2005.07.28 認定･付加情報
【41】学習塾における教授，高等学校における教育，語学の教授，小学校における教育，
大学における教授，中学校における教育，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
提供，書籍の制作
2006.06.16 拒絶査定

ＭＵＬＴＩ－ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＣＯＮＳ 通常:
2005-067380
ＴＲＵＣＴＩＯＮ
標準

社会保険委員必携

指定商品・役務

09,16,41
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.27 願書
2005.07.27 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

106

107

商標（見本）

商標

エアリーラフ

かんしゃありがとう

種別 出願番号

区分

109

110

生鉄

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
【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
【28】運動用具
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2005.08.01 認定･付加情報
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

通常:
2005-069719
標準

通常:
2005-069805
標準

通常 2005-070739

※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］
2005.07.28 願書
2005.07.28 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)
2006.03.17 意見書
2006.06.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2005.07.28 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 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
2005.09.02 手続補正指令書(出願)
2005.09.15 手続補正書(方式)
2005.10.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.28 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

09,12,16

【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ッ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ッ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
【12】船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並
びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその
部品及び附属品，自転車並びにその部品及び附属品，乳母車，車いす，人力車，そり，手
押し車，荷車，馬車，リヤカー，荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽
引車，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2005.08.12 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.02 拒絶査定
2008.01.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

セキュリティナンバリングシステ 通常:
2005-070807
ム
標準

ＰＯＷＥＲ ＳＨＩＦＴ＼パワーシフ
通常 2005-070926
ト

中間記録

【16】紙類

28
108

指定商品・役務

16
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

111

112

113

114

115

116

商標（見本）

商標

ＥＣＯ ＣＯＯＬ＼エコクール

ＯＦＦＩＣＥ ３６０

太鼓判！＼住宅の価格査定

フロートパイプ

ＭＣ クリップ

ポリドラム

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

06,12,20,22

区分

【06】金属製荷役用パレット，金属製輸送用コンテナ
【12】船舶並びにその部品及び附属品，車いす，手押し車，荷車
【20】荷役用パレット（金属製のものを除く。），プラスチック製保管・輸送用容器，家具，屋内
用ブラインド，スリーピングバッグ
【22】布製保管・輸送用容器，天幕，日覆い，登山用又はキャンプ用のテント

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2005.08.05 手続補正書
2005.08.05 手続補足書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.03.03 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))
2006.06.02 拒絶査定

16

【16】文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

09,16

【09】電子出版物，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，録画済みビデ
オディスク及びビデオテープ
【16】印刷物，雑誌，書籍，新聞，ニューズレター，パンフレット

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.21 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定

28

【28】釣具

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.20 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)
2006.06.09 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 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
2006.05.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.02 拒絶査定

20

【20】荷役用パレット（金属製のものを除く。），プラスチック製バルブ（機械要素に当たるも 【中間記録情報】
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 ［審査］
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 2005.08.04 願書
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2006.06.07 拒絶査定
のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，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，プラスチック製包装用容器，プラスチック
製栓，プラスチック製ふた，ストロー，盆（金属製のものを除く。），植物の茎支持具，郵便受
け（金属製又は石製のものを除く。），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，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，人工池，マネキン人形，洋服飾

通常 2005-071219

通常 2005-071371

通常 2005-071806

通常 2005-071819

通常 2005-071859

通常:
2005-072658
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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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

03,16,29,30,31,32,3 【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］
3

117

食材プロ．Ｃｏｍ＼ショクザイプ
通常 2005-073106
ロドットコム

20,21
118

119

120

121

バイオマスボトル＼Ｂａｉｏｍａｓｓ
通常 2005-073689
Ｂｏｔｔｌｅ

ＥＧ―Ｉ

バラメモ

箔デザイナー

2005.08.05 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 2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
毛
2006.06.16 拒絶査定
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【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
【20】プラスチック製の包装用容器
【中間記録情報】
［審査］
【21】プラスチック製食品保存容器，プラスチック製飲料用容器，プラスチック製調味料容
2005.08.08 願書
器，プラスチック製の携帯用薬剤容器，プラスチック製化粧品用容器
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 拒絶査定

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2005.08.08 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

16

【16】文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2005.08.11 手続補正指令書(出願)
2005.08.24 手続補正書(方式)
2005.10.05 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)
2006.06.01 拒絶査定

20,27,42

【20】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。），ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），う
ちわ，せんす，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
いたて，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，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，額縁，石こう製彫刻，プラスチック製
彫刻，木製彫刻
【27】畳類，敷物，壁掛け（織物製のものを除く。），壁紙

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定
2007.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-073723
標準

通常:
2005-073725
標準

通常:
2005-073825
標準

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

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

09,16,36,38,41,42,4 【09】電子計算機用プログラム，電子出版物
【16】印刷物
5

122

３ＤＶ８

通常 2005-073884

16
123

安全カルテ

通常:
2005-073891
標準
09,28

124

ゲームがいっぱい

通常:
2005-073934
標準

20
125

システムチェアー

【36】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・金融市況・為替市況に関する情報の提供，その他の金融
に関する情報の提供，有価証券の相場に関する情報の提供，商品先物取引市況に関する
情報の提供，保険に関する情報の提供，建物又は土地の情報の提供，企業の信用に関す
る調査，税務に関する情報の提供
【38】報道をする者に対するニュースの供給
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，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。）
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
【16】印刷物，写真，写真立て，
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.09 拒絶査定
【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させ
た記憶媒体，業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，写真機械器具，映画機械器具，
光学機械器具，測定機械器具，電池，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，携
帯電話用ストラップ，デジタルカメラ，デジタルビデオカメラ，ビデオカメラ，電子スチールカメ
ラ並びにこれらの部品及び附属品，電気通信機械器具，ダウンロード可能な電子計算機用
プログラム，その他の電子計算機用プログラム，電子計算機用プログラムを記憶させた記
憶媒体，電子計算機用周辺機器，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビ
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体，電子計算機ネットワークを通じてダ
ウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，家庭用テレビゲームお
もちゃの部品及び附属品，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，液晶画面ゲームおもちゃ用のプロ
グラムを記憶させた記憶媒体，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，ダウンロード可能な音楽，
録音済みのコンパクトディスク，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，ダウンロード可能な映像，
ダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画
像・映像，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた記憶媒体，ダ
ウンロード可能な電子出版物，電子出版物
【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，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属
品，電子おもちゃ，おもちゃ，人形，遊戯用カード，トレーディングカードゲーム用カード，
ボードゲーム，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
【20】家具，テーブル付椅子

通常:
2005-074018
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］
2005.08.08 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.15 意見書
2006.03.15 手続補足書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

126

127

128

129

130

131

132

商標（見本）

商標

カームイエロー

カームベージュ

カームグリーン

メモリアルポット

竹炭杯

マナーパッド

§犬用マナーバンド

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【20】家具，システムキッチン用戸棚扉，システムキッチン用戸棚

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.24 手続補正書
2006.03.24 意見書
2006.06.13 拒絶査定

20

【20】家具，システムキッチン用戸棚扉，システムキッチン用戸棚

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.24 手続補正書
2006.03.24 意見書
2006.06.13 拒絶査定

20

【20】家具，システムキッチン用戸棚扉，システムキッチン用戸棚

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.24 手続補正書
2006.03.24 意見書
2006.06.13 拒絶査定

20

【20】葬祭用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 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)
2006.06.09 拒絶査定

21

【21】食器類（貴金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2005.08.09 認定･付加情報
2006.03.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.01 拒絶査定

21

【21】愛玩動物用の排泄物吸収材，その他の愛玩動物用の排泄物処理用品，愛玩動物用 【中間記録情報】
［審査］
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
2005.08.09 願書
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.06 拒絶査定

21

【21】犬用の排泄物吸収材，その他の犬用の排泄物処理用品，犬用食器，犬用ブラシ，犬 【中間記録情報】
［審査］
のおしゃぶり
2005.08.09 願書
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.06 拒絶査定

通常:
2005-074072
標準

通常:
2005-074074
標準

通常:
2005-074075
標準

通常:
2005-074181
標準

通常:
2005-074229
標準

通常 2005-074499

通常 2005-074500

※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
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

133

134

135

136

137

138

139

商標（見本）

商標

§犬用マナーベルト

Ｂａｂｙｃａｒｅ

猫砂１番ひのき

§ＲＥＵＳＥ

防災 ｉｎ 練馬∞松井

ＲＸ－１０

ＲＸ－１１

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【21】犬用の排泄物吸収材，その他の犬用の排泄物処理用品，犬用食器，犬用ブラシ，犬 【中間記録情報】
［審査］
のおしゃぶり
2005.08.09 願書
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.06 拒絶査定

21

【21】なべ類，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，食品保存 【中間記録情報】
［審査］
用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，弁当箱保温用ステンレス製魔法瓶，ランチジャー，水筒ホル
2005.08.11 願書
ダー，魔法瓶携帯用ホルダー，ペットボトル携帯用ホルダー，携帯用クーラーボックス，
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
クーラーバッグ
条1項11号を除く))
2006.06.02 拒絶査定

21

【21】愛玩動物の糞尿処理材

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.11 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.05 意見書
2006.06.16 拒絶査定

16

【16】リユース封筒、封筒リユース用ラベルシール等

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2005.08.19 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.23 拒絶査定

20

【20】家具転倒防止用金具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定
2006.07.04 再送
2006.11.10 官報公告

10,20

【10】医療用機械器具，医療用ウォーターベッド
【20】安楽いす，ウォーターベッド（医療用のものを除く），ベッド

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2005.08.12 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

10,20

【10】医療用機械器具，医療用ウォーターベッド
【20】安楽いす，ウォーターベッド（医療用のものを除く），ベッド

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2005.08.12 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

通常 2005-074501

通常 2005-075488

通常:
2005-075582
標準

通常 2005-075593

通常 2005-075598

通常:
2005-075899
標準

通常:
2005-075901
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

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

2008/3/12
30／53

３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

140

141

142

143

144

145

商標（見本）

商標

§藝術百家

セラピーそろばん

定年川柳

清め塩

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2005.08.12 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

16

【16】そろばん

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

16

【16】印刷物，書画

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.16 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

21

【21】お守り

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2005.08.24 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

20

【20】木製、ろう製、石膏製又はプラスチック製の美術品，木製又はプラスチック製の立て看 【中間記録情報】
［審査］
板，木製又はプラスチック製の看板，フォトフレーム
2005.08.18 願書
2005.08.19 認定･付加情報
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 拒絶査定

20

【20】ハンガー

通常 2005-075940

通常 2005-076423

通常:
2005-076484
標準

通常 2005-076661

通常 2005-077351

※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，その他の印刷物

アクリル板付きチョークアート看 通常:
2005-077171
板
標準

トラベルハンガー

指定商品・役務

16
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 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

146

予想脳

通常:
2005-077625
標準

01,17,41

147

バーチャルポリマー相談室

通常:
2005-078369
標準

16
148

世界動物遺産

指定商品・役務
【16】科学的データ・画像・解説を内容とする書籍，その他の印刷物，事務用又は家庭用の
のり及び接着剤，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
【41】科学技術分野に関する知識の教授，その他の技芸・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
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【17】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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，インターネットを利用したポ
リマーに関する相談・情報の提供及び助言，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，ポリマーに関する情報交換のためのセミナー及びフォーラム
の企画・運営又は開催（インターネットを介したものを含む），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
【16】印刷物

通常 2005-078704

※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］
2005.08.19 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.23 願書
2005.08.23 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.11 願書
2005.09.05 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定
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No.

149

150

151

152

153

154

155

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【28】運動用具

16

【16】印刷物

21

【21】プラスチック製鳥獣害防止器

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2005.09.02 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)
2006.06.23 拒絶査定

16

【16】ノートブック

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

20

【20】木釘を用いて製造される木製の包装用箱，木釘を用いて製造される木製の工具箱，
木釘を用いて製造される木製の収納箱，木釘を用いて製造される木製のひつぎ

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 手続補足書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

21

【21】猫用トイレ砂

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.10 意見書
2006.06.02 拒絶査定

21

【21】猫用トイレ砂

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.02 拒絶査定

エイチ モノコック＼Ｈ ＭＯＮＯ
通常 2005-078737
ＣＯＱＵＥ

世果報（ゆがふ）

きらきらヒカルちゃん

通常:
2005-078965
標準

通常 2005-079667

リバーシブルノートブック＼ＲＥ
通常 2005-079725
ＶＥＲＳＩＢＬＥ ＮＯＴＥＢＯＯＫ

§木釘の木函＼ＫＩＫＵＧＩ ＮＯ
通常 2005-079809
ＫＩＢＡＫＯ

インテリア猫砂

調度品猫の砂

通常:
2005-079879
標準

通常:
2005-079880
標準

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

中間記録

28
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.02.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.09 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

156

157

158

159

商標（見本）

商標

インテリア紙砂

調度品紙の砂

ブイテン＼Ｖ－１０

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 手続補正書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.03.10 意見書
2006.06.02 拒絶査定

21

【21】猫用トイレ砂

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

28

【28】おもちゃ，人形，運動用具，釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2005.08.26 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.19 意見書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.04.19 認定･付加情報
2006.04.19 代理人受任届
2006.06.09 拒絶査定

09,16,41

【09】録画済みコンパクトディスク・カセットテープ・ＣＤ－ＲＯＭ，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】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
【28】遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.26 願書
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.02 拒絶査定

通常:
2005-079882
標準

通常:
2005-079883
標準

通常 2005-080040

スーパーパワーアップ＼ＳＵＰＥ
通常 2005-080043
Ｒ ＰＯＷＥＲ ＵＰ

保留８個

通常:
2005-080329
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】猫のトイレ用紙の砂

28
160

指定商品・役務

21

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.03.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

161

162

163

商標（見本）

商標

突然大当り

ＳＬＩＭＳ＼スリムス

ハンディー

種別 出願番号

区分

165

166

167

ひんやり

立体商標

めだか情報

エコバルキー７０

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.03.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

16

【16】細身の筆記用具，細身の文房具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.10 手続補正書
2006.04.10 意見書
2006.06.26 拒絶査定

21

【21】自動車洗車用の布，雑巾，はたき，モップ，バケツ，清掃用セーム革，自動車用の清 【中間記録情報】
掃に用いる拭き布，洗車用スポンジ，ワックス掛け用スポンジ，スポンジ状洗車用清掃具， ［審査］
2005.08.30 願書
洗車用ブラシ，洗車用手袋，清掃用具
2005.08.30 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.02 拒絶査定
2006.10.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【20】愛玩動物用クールマット
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2006.02.27 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))
2006.06.05 拒絶査定
2006.08.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-080331
標準

通常 2005-080362

通常:
2005-080750
標準

通常 2005-081085

21

【21】お守り鈴

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

16,35

【16】印刷物
【35】広告

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.17 願書
2005.09.07 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)
2006.06.09 拒絶査定

16

【16】紙類

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.06 拒絶査定

通常:
2005-081105
立体

通常 2005-081157

通常:
2005-081328
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】遊戯用器具

20
164

指定商品・役務

28
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

168

169

170

171

172

173

174

商標（見本）

商標

カスタムドレス

極軽

恒久グラウチィング

本設恒久グラウチィング

デコライター

デコライターケース

健康読本

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】携帯電話機の部品及び付属品
【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

28

【28】釣り具，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
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， 2005.09.02 願書
2005.09.02 手続補足書
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，昆虫採集用具
2005.09.02 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.20 意見書
2006.03.20 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶査定

16,37

【16】カタログ，雑誌，書籍，新聞，パンフレット
【37】地盤改良工事

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

16,37

【16】カタログ，雑誌，書籍，新聞，パンフレット
【37】地盤改良工事

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.02 願書
2005.09.02 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

14,34

【14】貴金属製喫煙用具
【34】喫煙用具（貴金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

14,34

【14】貴金属製喫煙用具
【34】喫煙用具（貴金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 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 2005.09.05 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， 2006.03.03 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)
2006.06.08 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:
2005-081899
標準

通常 2005-082235

通常:
2005-082396
標準

通常:
2005-082398
標準

通常:
2005-082816
標準

通常:
2005-082817
標準

分割:
2005-082848
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

09,28
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

175

176

177

178

179

180

181

商標（見本）

商標

ＷＯＯＤ ＲＡＩＬ＼ウッドレール

魔 改 造

マシュマロパンツ

ＲＯＢＯＴＭＥＤＩＡ＼ロボットメ
ディア

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【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］
2005.09.06 願書
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.15 意見書
2006.05.15 手続補足書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶査定

16

【16】印刷物，文房具類

16

【16】紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用 【中間記録情報】
袋，型紙，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手 ［審査］
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 2005.08.24 願書
2005.09.13 職権訂正履歴(職権訂正)
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

16,41

【16】印刷物，書画，写真
【中間記録情報】
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授通訳・翻訳レコード又は録音録画済み磁気テープの貸 ［審査］
与図書の貸与・ネガフィルム貸与・おもちゃの貸与映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修の 2005.08.26 願書
ための施設の提供興行の企画・運営又は開催，写真の撮影電子出版物の提供，図書及び 2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
記録の供覧，美術品の展示，書籍の制作，セミナーの企画・運営又は開催，映画の上映・ 条1項11号を除く))
制作又は配給，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，放送番組の制 2006.06.09 拒絶査定
作，放送番組の制作における演出，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作，サッカー
の興行の企画・運営又は開催，映写フィルムの貸与音響用又は映像用のスタジオの提供

21

【21】化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

21,26,31,41

【21】ガラス基礎製品，ガラス製置物
【26】造花
【31】生花の花輪，押し花，花，ドライフラワー
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2005.09.08 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

15

【15】サキソフォン

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

通常 2005-083418

通常:
2005-083458
標準

通常:
2005-083499
標準

通常 2005-084015

シリコンヒフヤスリ＼ＳＩＬＩＣＯＮ
通常 2005-084245
ＥＨＩＨＵＹＡＳＵＲＩ

グラスフィオーレ

ＥＬＫＨＡＲＴ

通常:
2005-084261
標準

通常 2005-084474

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

中間記録

28
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

182

183

184

185

186

187

188

商標（見本）

商標

脚やせバンデージ

クラフトダイナソー＼ＣＲＡＦＴ
ＤＩＮＯＳＡＵＲ

カタカタおしぐるま

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【28】テープ状サポーター

28

【28】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。），遊戯用器具， 【中間記録情報】
遊戯用カード，トレーディングカードゲーム，ビリヤード用具，囲碁用具，歌がるた，将棋用 ［審査］
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 2005.09.09 願書
2005.09.09 認定･付加情報
品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，愛玩動物用おもちゃ，運動用具
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.12 拒絶査定

28

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.05 拒絶査定

16

【28】自動車型幼児用四輪車，知育玩具，乳幼児用室内遊具，その他のおもちゃ，ウエイト
トレーニング機器，運動用固定式自転車，運動用室内歩行器，エアロビクス機器，室内ラン
ニング用のトレッドミル，テレビ・ビデオ・ゲーム機能を有する表示装置付運動用固定式自
転車及びその附属品，リハビリテーション用器具，運動用固定式舟漕ぎ具，筋力トレーニン
グ用器具，その他の運動用具，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，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，釣り具，昆虫採集用具
【16】観賞魚用水槽及びその附属品

16

【16】観賞魚用水槽用照明器具，その他の観賞魚用水槽及びその附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

16

【16】文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2005.09.26 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)
2006.06.05 拒絶査定

28

【28】人形，ぬいぐるみ，人形用被服，ぬいぐるみ用被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.09.21 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.10 意見書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

通常 2005-084500

通常 2005-084797

通常:
2005-085082
標準

Ｄｏｕｂｌｅ Ｆｉｌｔｅｒ＼ダブルフィル
通常 2005-085196
ター

Ｓｌｉｍ Ｌｉｇｈｔ＼スリムライト

ドキュメントガード

卒業

通常 2005-085198

通常:
2005-085224
標準

通常:
2005-085466
標準

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

中間記録

28
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

189

190

191

192

193

商標（見本）

商標

卒業記念

卒業メモリアル

日本アルペン街道

圧力保温鍋

ブログ本

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【28】人形，ぬいぐるみ，人形用被服，ぬいぐるみ用被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.09.21 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.10 意見書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

28

【28】人形，ぬいぐるみ，人形用被服，ぬいぐるみ用被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.09.21 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.10 意見書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2005.10.28 手続補正指令書(出願)
2005.11.17 手続補正書
2005.12.19 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)
2006.06.09 拒絶査定

21

【21】なべ類

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

16,35,40,41,42

【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
【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
【40】放射線の除洗，布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。），裁縫，ししゅ
う，金属の加工，ゴムの加工，プラスチックの加工，セラミックの加工，木材の加工，紙の加
工，石材の加工，剥製，竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工（食物原材料
の加工を除く。），食料品の加工，義肢又は義歯の加工（医療材料の加工を含む。），映画
用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，製本，浄水
処理，廃棄物の再生，原子核燃料の再加工処理，印章の彫刻，グラビア製版，繊維機械
器具の貸与，写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与，
金属加工機械器具の貸与，製本機械の貸与，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2005.09.14 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定
2007.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-085467
標準

通常:
2005-085468
標準

通常:
2005-085955
標準

通常:
2005-085958
標準

通常:
2005-086094
標準

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

中間記録

28
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No.

194

195

196

197

198

商標（見本）

商標

ネイルプラグ

丸の内キャピタル倶楽部

湯沸しＢＯＸ

蝋書

地方で起業

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製金具
【中間記録情報】
【20】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 ［審査］
2005.08.31 願書
ト及びキャスター（金属製のものを除く。）
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.09 拒絶査定

16

【16】雑誌，新聞，その他の印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2005.09.15 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

16

【16】厚紙製又は紙製の箱，組み立て式厚紙製の箱，組み立て式紙製の箱

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.18 意見書
2006.06.02 拒絶査定

16

【16】書画

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.03 願書
2005.11.04 手続補正指令書(出願)
2005.11.22 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

16,35,41

【16】印刷物
【35】起業に関する助言・指導，会社設立に関する助言・指導，経営の診断又は経営に関
する助言・指導，ビジネス・経営・経済に関する情報提供（通信ネットワークを用いて行うも
のを含む。），市場調査（通信ネットワークを用いて行うものを含む。），情報技術を活用す
るための経営上の助言・指導，広告に関する助言・指導及び情報提供（通信ネットワークを
用いて行うものを含む。），人材の紹介・職業のあっせん及び情報提供（通信ネットワークを
用いて行うものを含む。），商品の販売・役務の提供に関する助言・指導及び情報提供（通
信ネットワークを用いて行うものを含む。）
【41】講演会・研修会・セミナーの企画・運営又は開催，書籍・雑誌・電子出版物の制作（広
告物を除く。），教育・文化・娯楽用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），
通信ネットワークを用いた電子出版物・音楽・画像・映像の提供，教育研修・セミナーのた
めの施設の提供及び情報提供，録音済み・録画済みの光学式又は磁気式記録媒体の貸
与，興行の企画・運営及び開催に関する情報提供（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.17 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))
2006.06.23 拒絶査定

通常:
2005-086461
標準

通常 2005-086647

通常:
2005-086872
標準

通常 2005-086991

通常:
2005-087016
標準

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

中間記録
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,42

199

スマッチ＼ＳＭＡＴＣＨ

通常 2005-087064

21

200

Ｔｅｒｒａ・ｃｏｔｔａ

通常 2005-087548

20

201

床の間仏壇

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，携帯
電話機用ストラップ，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，
ウェットスーツ，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，
録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，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，ダウンロード可能な画像及び映像，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，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，ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラ
ム，ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウン
【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，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
【20】仏壇

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2005.09.16 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.24 意見書
2006.04.24 代理人受任届
2006.04.26 手続補足書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.31 手続補正書(方式)
2006.09.04 手続補足書

通常:
2005-087613
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］
2005.09.16 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.09.22 認定情報通知書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.13 意見書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.06.22 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
28,39,41

202

親子Ａｃａｄｅｍｙ＼親子アカデ
ミー

通常 2005-087818

28

203

204

205

でてくるタッチペン

でてくるカードケース

でてくるスクリーンクリーナー

通常:
2005-087997
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］
2005.09.20 願書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.10.07 手続補正指令書(出願)
2005.10.26 手続補正書(方式)
2005.11.29 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

28

【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），乗物おもちゃ，愛玩動物用おも 【中間記録情報】
ちゃ，電子式おもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，縫いぐるみ，その他のおもちゃ， ［審査］
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 2005.09.20 願書
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，遊戯用カード，マー 2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2005.10.26 手続補正書(方式)
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
2005.11.25 認定･付加情報
の記憶媒体用ケース
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定
2006.11.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

28

【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），乗物おもちゃ，愛玩動物用おも 【中間記録情報】
ちゃ，電子式おもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，縫いぐるみ，その他のおもちゃ， ［審査］
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 2005.09.20 願書
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，遊戯用カード，マー 2005.09.30 手続補正指令書(出願)
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
2005.10.26 手続補正書(方式)
の画面拭き
2005.11.29 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

通常:
2005-087998
標準

通常:
2005-087999
標準

指定商品・役務
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶に
よる輸送，航空機による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の
代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，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，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，ガスの供給，
電気の供給，水の供給，熱の供給，倉庫の提供，駐車場の提供，有料道路の提供，係留
施設の提供，飛行場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，自動車の貸与，船舶
の貸与，車いすの貸与，自転車の貸与，航空機の貸与，機械式駐車装置の貸与，包装用
機械器具の貸与，金庫の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，冷凍機
械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除く。）の
貸与
【41】当せん金付証票の発売，通信教育による知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は
知識の教授，模擬試験の実施，教育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，インターネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウム
の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供，その他の講演会・討論会・セミ
ナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供，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
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），乗物おもちゃ，愛玩動物用おも
ちゃ，電子式おもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，縫いぐるみ，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，遊戯用カード，マー
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
のタッチスクリーン用のペン型入力具
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

206

207

208

209

210

商標（見本）

商標

ブラインド通販

保管上手

種別 出願番号

区分

09,20

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，配電用又は制御用の機械器 【中間記録情報】
具
［審査］
2005.09.07 願書
【20】木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，家具
2005.10.28 認定･付加情報
2006.03.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

16

【16】印刷物

17,19

【17】プラスチック基礎製品
【中間記録情報】
【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ア ［審査］
スファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築 2005.09.21 願書
用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は 2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
構築用の専用材料，繊維性の落下防止網
条1項11号を除く))
2006.06.30 拒絶査定

17,19

【17】プラスチック基礎製品
【中間記録情報】
【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ア ［審査］
スファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築 2005.09.21 願書
用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は 2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
構築用の専用材料，繊維性の落下防止網
2006.06.30 拒絶査定
【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
【中間記録情報】
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，きん金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手 ［審査］
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 2005.09.22 願書
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 2005.09.22 認定･付加情報
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・ 2006.03.17 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))
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
2006.06.23 拒絶査定
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，焼めんき
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，犬のおがんがんしゃぶり，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。），紙製のお
札，護符，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

通常 2005-088026

通常:
2005-088073
標準

モーゲージプランナー＼ＭＯＲＴ
通常 2005-088092
ＧＡＧＥ ＰＬＡＮＮＥＲ

メイプルホワイト

木目バーチ

立春大吉

通常:
2005-088300
標準

通常:
2005-088301
標準

通常 2005-088681

※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】ブラインド

21

211

指定商品・役務

20
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.09.30 認定･付加情報
2006.03.17 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))
2006.06.30 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.10.28 手続補正指令書(出願)
2005.11.04 手続補正書(方式)
2005.12.02 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)
2006.06.30 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,28,41

212

ラストエスコート

通常:
2005-088712
標準

16,41

213

ＥＣＯ検＼エコ検＼ＥＣＯＫＥＮ

通常 2005-088775

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2005.10.19 手続補正書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

【16】定期的に発行されるテキスト，雑誌，新聞
【41】知識の教授，インターネットその他の電子計算機端末による通信ネットワークを利用し
た知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，定期的に発行される電子出版物の提供，
図書及び記録の供覧，オンラインによる教育に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

ＥＣＯ検定試験＼エコ検定試験 通常 2005-088773

16,41
214

指定商品・役務
【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
【16】文房具類，印刷物
【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
【16】定期的に発行されるテキスト，雑誌，新聞
【41】知識の教授，インターネットその他の電子計算機端末による通信ネットワークを利用し
た知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，定期的に発行される電子出版物の提供，
図書及び記録の供覧，オンラインによる教育に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.23 拒絶査定

09,12,14,15,16,18,2 【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】
0,21,24,25,26,28,34 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］

215

ラリー・ジャパン

通常:
2005-088904
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。

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
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，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，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，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。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
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2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.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

09,12,14,15,16,18,2 【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】
0,21,24,25,26,28,34 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］
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ＲＡＬＬＹ ＪＡＰＡＮ

通常 2005-088905

28
217

入るんです。

ゴスロリ＼ＧＯＴＨＬＯＬＩ

通常 2005-089269

28
219

体康健

命名フォトフレーム

【14】身飾品，宝玉及びその模造品
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【21】化粧用具
【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
殊衣服，運動用特殊靴
【26】針類，被服用はとめ，テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，組
みひも，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱（貴金属製のものを除
く。），衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣
服用バックル，衣服用ブローチ，ボタン類
【35】インターネットを用いた商品の販売に関する情報の提供
【28】室内トレーニング器具，リハビリテーション用器具，運動用機械器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.09 拒絶査定

【16】文房具類，写真，写真立て
【40】映画用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.09.27 認定･付加情報
2006.03.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 拒絶査定

通常:
2005-089379
標準
16,40

220

2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

通常:
2005-089108
標準
14,18,21,25,26,35

218

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
【12】荷役用索道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，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，落下傘，乗物用盗難警報器，車い
す，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。），船舶並びにその部
品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属
【28】ゴルフクラブ，ゴルフパター，ゴルフ用具

通常:
2005-089858
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］
2005.09.09 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

221

222

223

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
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.20 意見書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.04.20 手続補足書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定
2006.09.07 手続補正書
2006.09.07 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

16,35

【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
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.20 意見書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.04.20 手続補足書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定
2006.09.07 手続補正書
2006.09.07 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

16,35

【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
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.24 意見書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定
2006.09.07 手続補正書
2007.12.19 登録料納付
［登録］
2007.11.19 登録査定書
2007.12.19 設定納付書
2008.01.22 登録証

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＨＯＭＥＦＡ 通常:
2005-090119
ＳＨＩＯＮＦＡＩＲ
標準

インターナショナルホームファッ 通常:
2005-090120
ションフェア
標準

ＧＩＦＴＳＨＯＷ＆ペットビジネス
ショー

通常:
2005-090121
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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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

224

225

226

227

228

商標（見本）

商標

ギフト・ショー＆ペットビジネス
ショー

ＰＥマーク

個人情報保護管理者

サービス・サイエンス

エルエックス

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
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.24 意見書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶査定
2006.09.07 手続補正書
2007.12.19 登録料納付
［登録］
2007.11.19 登録査定書
2007.12.19 設定納付書
2008.01.22 登録証

16,41

【16】印刷物
【41】個人情報保護法に関する知識の教授、個人情報保護法に関する情報の提供、個人
情報保護法に関するセミナーの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

16,41

【16】印刷物
【41】個人情報保護法に関する知識の教授、個人情報保護法に関する情報の提供、個人
情報保護法に関するセミナーの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

09,16,41

【09】電子出版物
【16】印刷物
【41】知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 拒絶査定

20

【20】家具，つい立て，ベンチ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.23 拒絶査定

通常:
2005-090126
標準

通常 2005-090148

通常 2005-090149

通常:
2005-090587
標準

通常 2005-090982

※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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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.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］
2005.09.08 願書
2005.10.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2005.10.27 手続補正書(方式)
2005.11.25 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.02 拒絶査定

20

【09】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】紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供，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，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，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，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，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，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売
買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の
代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の
情報の提供，企業の信用に関する調査，税務相談，税務代理
【41】セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制作，教育・文化・娯楽・
【17】ゴム，糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除く。），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，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。），ゴムひも，石綿ひも，ゴム製栓，ゴム製ふた，ゴム製包装用容器，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。），雲母，岩石繊維，鉱さい綿，石綿，石綿網，石綿糸，石綿織物，石綿製フェルト，石綿
の板，石綿の粉，コンデンサーペーパー，石綿紙，バルカンファイバー，電気絶縁材料，オ
イルフェンス，ガスケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），消防用ホース，石綿製防火
幕，絶縁手袋，蹄鉄（金属製のものを除く。），農業用プラスチックフィルム，パッキング，防
音材（建築用のものを除く。）
【22】原料繊維，編みひも，真田ひも，のり付けひも，よりひも，綱類，網類（金属製又は石
綿製のものを除く。），衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿，布製包装用容器，わら製包装
用容器，ターポリン，帆，雨覆い，天幕，日覆い，日よけ，よしず，ザイル，登山用又はキャ
ンプ用のテント，靴用ろう引き縫糸，おがくず，カポック，かんなくず，木毛，もみがら，ろうく
【20】葬祭用具

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.09.30 認定･付加情報
2006.03.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 拒絶査定

09,16,35,36,41,42

229

マネーコーチング

通常:
2005-091102
標準

17,22

230

231

232

ムシブロック

黒川仏檀センター

世界一周

通常:
2005-091134
標準

通常:
2005-091168
標準

通常:
2005-091177
標準

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.14 意見書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶査定
2006.07.06 出願取下書

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.10.03 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.19 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

233

234

235

236

商標（見本）

商標

くりかえし計算の学習

基礎学習のスタート

ＬＩＧＨＴ ＧＡＭＥ

ユビキタスナースコール

種別 出願番号

区分

238

239

なめらか

ふんわりバブル

五月人形つるし飾り

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2005.10.04 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

09,16,42

【09】ナースコールに関する電気通信機械器具，ナースコールに関する電子応用機械器具
及びその部品
【16】紙類，紙製包装用容器，印刷物
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計
算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・
技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化
粧品又は食品の試験・検査又は研究，電気に関する試験又は研究，計測器の貸与，電子
計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）
【24】布製身の回り品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 拒絶査定

21

【21】洗顔用泡立てネット

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.30 拒絶査定

28

【28】人形，おもちゃ，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，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，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2005.10.31 手続補正書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.23 拒絶査定

通常:
2005-091238
標準

通常:
2005-091239
標準

通常:
2005-092394
標準

通常:
2005-092541
標準

通常 2005-092627

通常 2005-092794

通常 2005-093337

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

中間記録

【16】印刷物

21,24
237

指定商品・役務

16
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2005.10.04 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

240

241

242

商標（見本）

商標

招福小熊＼しょうふくこぐま

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.10.17 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 拒絶査定

28

【28】おもちゃ，人形

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.10.17 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)
2006.06.30 拒絶査定

12,20,25

【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
【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
【16】プラスチック製フィルムよりなる食品包装袋，プラスチック製業務用食品包装用袋，プ
ラスチック製食品保存用袋，プラスチック製袋，プラスチック製包装用フィルム及び袋，プラ
スチック製包装用袋，家庭用食品保存用プラスチック製袋，家庭用食品包装フィルム袋，
家庭用食品包装用プラスチック製袋，業務用プラスチック製食品包装用袋，業務用食品包
装プラスチック製袋，業務用食品包装袋，食品保存用プラスチック製袋，食品保存用プラス
チック袋，食品包装用プラスチックシート，生分解性プラスチック製業務用食品包装用袋，
生分解性プラスチック製包装用袋，熱接着性プラスチック製の家庭用又は業務用食品包装
用袋，包装用フイルム袋，包装用プラスチックフィルム袋，包装用プラスチック製シート，包

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.12 拒絶査定

通常 2005-093834

えと３６５＼ＥＴＯ３６５＼干支３６
通常 2005-093835
５

脳を守る

脳・心を守る

通常:
2005-093959
標準

通常:
2005-093963
標準

12,20,25

244

脳と心を守る

通常:
2005-093964
標準

16
245

どこでもカット

通常:
2005-094236
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

12,20,25

243

指定商品・役務

28
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.12 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 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)
2006.06.30 拒絶査定

2008/3/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
20,36,42

246

頭の良くなる家

通常:
2005-094410
標準

28

247

248

249

250

ＦＩＮＥＢＬＵＥ

抱き締め人形

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.23 拒絶査定

通常:
2005-094422
標準

【16】雑誌，新聞
【中間記録情報】
【41】シンポジウムの企画・手配・運営及び開催，フォーラムの企画・手配・運営及び開催， ［審査］
研究会の企画・手配・運営及び開催，セミナーの企画・運営又は開催，業務遂行のための 2005.10.11 願書
2005.10.12 認定･付加情報
社員の教育及び訓練，技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，図書及び記
2006.03.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
録の供覧，書籍の制作
項16号)
2006.06.21 拒絶査定

27

【27】敷物，畳類，壁紙

28

【28】人形

通常:
2005-094683
標準

通常:
2005-094911
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］
2005.10.11 願書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.15 意見書
2006.05.15 手続補足書
2006.05.15 手続補足書
2006.05.15 代理人選任届
2006.06.12 認定･付加情報
2006.06.12 認定･付加情報
2006.06.12 認定･付加情報
2006.06.12 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶査定
2006.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16,41
ＱＵＡＬＩＴＹ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ 通常:
2005-094542
ＬＩＮＫＡＧＥ
標準

ＬＯＮＤＯＮ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ

指定商品・役務
【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
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
【28】釣り具
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.30 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2006.03.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０６.xls
No.
251

252

商標（見本）

商標
抱き締めドール

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2006.03.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 拒絶査定

20,35,40

【20】プラスチック基礎材料により製造された包装用容器，トレー状のプラスチック製包装用
容器，プラスチックの廃材を利用したプラスチック製包装用容器，プラスチックシート製包装
用容器，プラスチック製包装用容器，プラスチックフィルム製包装用容器，プラスチック製ト
レー型包装用容器，食品包装用プラスチック製包装用容器，生分解性プラスチック製包装
用容器，発泡プラスチック製包装用容器
【35】リサイクル品又は中古品の販売に関する情報の提供，リサイクル商品を含む商品の
販売に関する情報の提供，商品の包装・容器の一部を利用した広告，商品の受発注及び
商品の仕入先並びに販売先に関する情報の提供，商品の販売に関する助言・指導・情報
の提供，新商品の開発・販売・販売促進に関する助言・指導，新商品の販売促進に関する
助言・情報の提供
【40】廃棄物の再生，廃棄物の収集・分別及び処分，一般廃棄物の収集・分別・処分・再資
源化及び再利用化のための再生処理に関するコンサルティング，リサイクル品又は中古品
の収集・分別・処分又は再資源化処理に関する情報の提供・技術指導又は助言，リサイク
ル品又は中古品の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取次ぎ，容器への印刷，
【06】金属製金具
【20】金属代用のプラスチック製締め金具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.16 拒絶査定

28

【28】おもちゃ，人形

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2006.05.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.20 意見書
2006.06.21 手続補足書
2006.06.28 拒絶査定
2006.07.20 認定･付加情報

18,25,28

【18】かばん類，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，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，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】運動用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 意見書
2006.06.16 拒絶査定

通常:
2005-094912
標準

もったいないナンドモツカエルリ
通常 2005-095296
サイクル

１個ねじ

通常:
2005-095999
標準
20,24

254

255

256

体圧分散寝具

ねぶたハネト

Ｔｏｐ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

通常:
2005-096396
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.30 拒絶査定
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
【中間記録情報】
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，敷布，布製身の回り品，布団，布団カバー， ［審査］
2005.09.30 願書
布団側，まくらカバー，毛布
2005.10.24 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 拒絶査定

通常:
2005-101254
標準

通常 2005-104523

※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】人形

06,20
253

指定商品・役務

28
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No.

257

258

商標（見本）

商標

床置仏壇

ウォーターガード

種別 出願番号

区分

丹波物産

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.15 意見書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶査定

06,09,17,37,45

【06】防火扉，扉，扉とっ手，扉のへいそく装置，シャッター，その他の建築用又は構築用の
金属製専用材料，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製道路標識（発光式又は機械式
のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽類，金属製輸送
用コンテナ，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のきゃたつ及
びはしご，金属製帽子掛けかぎ，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用
ディスペンサー，金属製建具，金属製立て看板
【09】自動消火装置，スプリンクラー消火装置，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，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，防火被服，防じんマスク，救
命用具，事故防護用手袋，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，配電用
又は制御用の機械器具，測定機械器具，防犯監視装置，電動式扉自動開閉装置，写真機
械器具，光学機械器具
【17】消防用ホース，オイルフェンス，散水式防火幕，石綿製防火幕，その他の防火幕，ガ
スケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），パッキング，電気絶縁材料，化学繊維（織物用
のものを除く。），石綿，石綿製フェルト，絶縁手袋，石綿網
【37】防火工事，防火設備工事，防火・防煙・排煙設備機器の設置工事，機械器具設置工
事，管工事，電気工事，電気通信工事，その他の建設工事，建設工事に関する助言，建築
設備の運転・点検・整備，自動消火装置の修理又は保守，スプリンクラー消火装置の修理
又は保守，散水式防火幕の修理又は保守，石綿製防火幕の修理又は保守，その他の防
火幕の修理又は保守，消火設備の修理又は保守，火災報知機の修理又は保守，防犯警
報設備の修理又は保守，防犯監視装置の修理又は保守浄水装置の修理又は保守，電気
通信機械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，電子応
用機械器具及びその部品の修理又は保守
【45】火災報知機の貸与，消火器の貸与，スプリンクラー消火装置の貸与，散水式防火幕
の貸与，石綿製防火幕の貸与，その他の防火幕の貸与，防犯警報機器の貸与，火災・ガ
ス漏れ・急病・住居侵入等の緊急事態発生時における携帯端末への通報，施設の警備に
【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，

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 意見書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.06.12 拒絶査定

通常:
2005-106043
標準

通常:
2005-106136
標準

通常 2005-106777

※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】仏壇

20

259

指定商品・役務

20
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.14 手続補足書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.08 意見書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.06.08 認定･付加情報
2006.06.08 手続補足書
2006.06.15 拒絶査定
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260

261

商標（見本）

商標

座るワゴン

健康ペットハウス

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【20】ワゴン

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.15 意見書
2006.06.27 拒絶査定
2007.09.04 登録料納付
［登録］
2007.09.04 登録査定書
2007.09.04 設定納付書
2007.10.09 登録通知書

20

【20】愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 意見書
2006.06.27 拒絶査定

通常:
2005-106835
標準

通常:
2005-108495
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
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