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No.

商標（見本）

1

商標

予防医学研究所

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

01,03,05,09,10,11,1
6,18,20,21,22,24,26,
28,29,30,31,32,33,3
6,41,42

【01】化学品，植物成長調整剤類，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），高
級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，原料プラスチック，パルプ，工業用粉類，肥料，写真材
料，試験紙，人工甘味料，陶磁器用釉薬
【03】せっけん類，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる
食品香料，薫料，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接
着剤，歯磨，研磨紙，研磨布
【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，包帯，衛生マスク，オブラート，ガー
ゼ，カプセル，眼帯，耳帯，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生
理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，絆創膏，包帯
液，防虫紙
【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，遊園地用機械器具，回転変流機，調相
機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，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，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，盗難警報
器，安全用ヘルメット，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，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，電気計算機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシ
ン，ウエットベルト，ウエットスーツ，浮き袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，
家庭用テレビゲームおもちゃ，メトロノーム
【10】医療用機械器具，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
【16】紙製包装用容器
【22】布製包装用容器，わら製包装用容器

通常:
1998-065500
標準

16,22
2

らくちん パック

通常:
2003-044196
標準

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

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
1998.07.31 願書
1998.08.28 出願番号通知
1999.08.20 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
1999.08.20 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
1999.09.27 手続補正書
1999.11.19 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
1999.11.19 補正の却下の決定
1999.12.28 手続補正書
1999.12.28 意見書
2000.11.02 手続補正書
2000.12.15 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2001.01.23 意見書
2001.01.23 代理人受任届
2003.08.19 代理人辞任届
2005.09.03 伺い書
2005.10.21 伺い回答書
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2003.05.29 願書
2004.08.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2004.09.15 意見書
2006.07.21 拒絶査定

2008/4/7
3／27

３条拒絶（雑貨）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

3

創聖のアクエリオン

通常:
2003-102744
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】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， 【中間記録情報】
［審査］
その他のレコード，映写フィルム，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビデオ
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音楽，ダウン 2003.11.19 願書
ロード可能な電子出版物
2003.11.19 認定･付加情報
【16】書籍
2004.05.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【41】放送番組の制作，映写フィルムの貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テー 条1項11号を除く))
プの貸与，録画済み磁気テープの貸与，オンラインによる画像・映像の提供，オンラインに 2004.06.30 意見書
2004.06.30 手続補足書
よる音楽の提供
2004.06.30 代理人受任届
2004.07.16 認定･付加情報
2004.07.28 認定･付加情報
2004.10.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.02.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.03.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.04 拒絶査定
2006.08.01 手続補正書
2006.10.11 手続補正書(方式)
2006.10.11 手続補正書(方式)
2006.10.12 手続補足書
2007.04.02 登録料納付
2007.07.23 登録料納付
2007.09.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.03.20 登録査定書
2007.04.02 設定納付書
2007.05.18 却下理由通知書(設定)
2007.07.23 設定納付書
2007.08.14 登録証
2007.08.17 手続却下の処分(設定)
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

06,09,14,16,18,20,2 【06】金属製金具，金属製貯金箱，金属製のネームプレート及び標札，金属製のタオル用 【中間記録情報】
ディスペンサー，金属製帽子掛けかぎ，金属製郵便受け，金属製靴ぬぐいマット，金属製 ［審査］
1,24,25,28,34,41

4

ＳＨＵＦＦＬＥ！ シャッフル！

通常 2004-065462

09,15,41

5

歌いホーダイ

通常:
2004-069784
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

彫刻，金属製のバックル
2004.07.14 願書
【09】電気通信機械器具，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 2004.07.20 職権訂正履歴(職権訂正)
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・磁気テープ・磁気ディスク・ 2004.07.21 職権訂正履歴(職権訂正)
光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ・デジタ 2004.07.30 職権訂正通知書(職権訂正)
ルバーサタイルディスク－ＲＡＭ，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 2004.08.06 職権訂正通知書(職権訂正)
ログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲーム機，業務用テレ 2005.03.02 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.03.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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・磁気テープ・磁気ディスク・光
ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ・デジタル 号)
バーサタイルディスク－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 2005.04.11 上申書
グラム，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム 2005.05.13 上申書
2005.06.20 上申書
を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－Ｒ
ＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＡＭ，ダウ 2005.08.05 手続補正書
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，携帯用液晶画面ゲー 2005.08.05 意見書
ムおもちゃ（送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。）用のゲームプログラ 2005.08.10 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
ムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，ダウン 2005.08.10 手続補正指示書(審査官)
2005.08.10 手続補足書
ロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ（送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームお
もちゃを含む。）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 2005.09.07 認定･付加情報
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 2005.09.20 手続補正書
2005.09.20 意見書
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
2006.07.26 拒絶査定
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，電子出版物の映像を記
憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ， 2006.09.22 手続補正書
オゾン発生器，電解槽，ロケット，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の 2006.10.26 手続補正書(方式)
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，写真機械器 2006.10.31 手続補足書
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， 2007.01.29 手続補足書
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，電気アイロン，電気式 2007.08.03 手続補正書
【14】貴金属，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し 2007.10.05 登録料納付
【16】紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製 2008.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.10.05 設定納付書
2007.10.30 登録証
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装 【中間記録情報】
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業 ［審査］
2004.07.28 願書
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
2005.03.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
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
2005.04.28 手続補正書
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 2005.04.28 手続補足書
2005.04.28 意見書
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 2005.06.01 認定･付加情報
2005.10.21 手続補正指示書(審査官)
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
2005.11.28 上申書
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
2006.07.07 拒絶査定
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，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マ 2006.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 2006.10.10 手続補正書
2006.10.11 手続補足書
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
2007.04.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
2007.04.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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，ダウンロード可能な音楽，ダウン
ロード可能な画像（動画を含む），ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞，ダウ
ンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム，ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム
おもちゃ用プログラム
【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
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
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
18,25,28

6

§ＭＵＮＩＣＨ

通常 2004-102548

09,16,41,44

7

細胞呼吸法

通常 2004-109468

21

8

抗菌ホイル

通常 2004-110360

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

指定商品・役務

中間記録

【18】人工皮革，皮革，トランク，旅行かばん，リュックサック，札入れ，かばん類，袋物，日 【中間記録情報】
傘，傘，つえ，ステッキ，つえ金具，つえの柄，むち，馬具
［審査］
2004.11.09 願書
【25】フットサル用靴，ハンドボール用靴，ラグビー用靴，ランニング用靴，トレイルランニン
2005.03.22 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
グ用靴，水泳用靴，体操用靴，トレッキング用靴，ジョギング用靴，フットボール靴，フット
2005.03.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ボール靴用スタッド，フットボール用被服，フットサル用衣服，ハンドボール用衣服，ラグ
ビー用衣服，ランニング用衣服，トレイルランニング用衣服，水泳着，体操用衣服，トレッキ 号)
ング用衣服，ジョギング用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2005.06.22 手続補正書
2005.06.22 意見書
【28】ゲーム用具，おもちゃ，人形，体操用具，運動用具，運動用又はおもちゃのボール用
2005.06.27 手続補足書
のチューブ，遊戯用風船，ゲーム用ボール，運動用グローブ又は手袋
2005.07.27 認定･付加情報
2006.07.31 拒絶査定
2006.10.11 出願取下書
2006.10.11 手続補足書
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.13 認定･付加情報
【09】映写フィルム・スライドフィルム・録画済みコンパクトディスク・ミニディスク・ＤＶＤ及びビ 【中間記録情報】
デオＣＤその他の記録媒体，電子出版物，音楽等を録音済みのコンパクトディスク・電子回 ［審査］
2004.11.17 願書
路・ＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ，運動技能訓練用シミュ
2005.05.13 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
レーター，携帯用液晶画面を利用したトレーニング用のコンピュータープログラムを記憶さ
せた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，業務用テレビゲーム機，理化学機械器 2005.07.04 手続補正書
具，コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及びＣＤ 2006.03.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
－ＲＯＭその他の記録媒体，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，測定 2006.03.28 職権訂正履歴(職権訂正)
機械器具，オゾン発生器，家庭用テレビゲーム機，自動販売機，救命用具，眼鏡
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
【16】紙類，紙製包装用容器，書画，写真，写真・ポスター・印刷物等を貼り付けて使用する 2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
紙製の立て看板及び展示用パネルボード，印刷物，録音若しくは録画済みのコンパクト
2006.07.07 拒絶査定
ディスク・ミニディスク・ＤＶＤその他の記録媒体を付録とするマニュアル・書籍・楽譜・歌集
又は写真集
【41】ヨガ・健康法・ダイエット法・トレーニング・ストレッチ・技芸・スポーツ・体操・健康増進の
ための身体運動・姿勢若しくは歩き方を含めた動作に関する知識の教授又はこれらに関す
る情報の提供，気功法の教授，能力開発法の教授，ヨガ・健康法・ダイエット法・トレーニン
グ・ストレッチ・技芸・スポーツ・体操・能力開発・健康増進のための身体運動・姿勢若しくは
歩き方を含めた動作に関する講演会・セミナー・シンポジウム・研究会の企画・運営又は開
催，ヨガ・健康法・ダイエット・トレーニング・ストレッチ・スポーツ・体操・能力開発・健康増進
のための身体運動・姿勢及び歩き方を含めた動作を実践するための運動施設の提供又は
これに関する情報の提供，ヨガの興行の企画・運営又は開催，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。），教育・文化・娯楽
若しくはヨガ・健康法・ダイエット法・技芸・スポーツ・トレーニング・ストレッチ・スポーツ・体
操・能力開発・健康増進のための身体運動・姿勢及び歩き方を含めた動作についての知識
【21】台所用アルミホイル
【中間記録情報】
［審査］
2004.11.19 願書
2005.07.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.10 手続補正書
2005.08.10 意見書
2006.04.14 補正の却下の決定
2006.07.07 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,41

9

森林浴健康教室

通常:
2004-119149
標準

16
10

11

12

13

ゆとり旅＼いつも＼§愛犬と＼
通常 2005-011106
いっしょ

立体商標

ヘルシーデイズ

遺産信託

指定商品・役務

21

【21】ねずみ取り器，ごきぶり捕獲器，害虫捕獲器

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.02 願書
2005.09.09 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2005.10.17 意見書
2005.10.17 手続補足書
2005.10.17 認定･付加情報
2005.11.14 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

16

【16】雑誌，書籍

16,36

【16】印刷物，紙類
【36】預金の預入れ（債権の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の受託の引受け，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任の媒介・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，株式市場に

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.22 願書
2005.02.22 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.04.06 願書
2005.04.06 認定･付加情報
2005.04.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.04.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.21 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))
2006.07.21 拒絶査定

通常:
2005-012274
立体

通常:
2005-014459
標準

通常 2005-030178

※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】紙製幼児用おしめ，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， 【中間記録情報】
紙製ハンカチ，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
［審査］
【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，動物の調教，植物 2004.12.28 願書
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 2006.03.20 伺い書
2006.03.31 伺い回答書
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
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.07.06 拒絶査定
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。），音響用又は映像用のスタジオの提供，
運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の
提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運
動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又
は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジ
フィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の
【16】雑誌・新聞等の定期刊行物，その他の印刷物
【中間記録情報】
［審査］
2005.02.10 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.25 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,36

14

遺言信託

通常 2005-030179

09,16,42
15

16

17

ＤＮＡ物品認証

ＤＮＡ物品認証局

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ―ｉ

通常:
2005-031403
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

09,16,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，ＩＣチップを組み込んだタグ，商品用電子タグ
【16】荷札，紙類，文房具類，印刷物，バーコードが印刷されたラベル
【42】商品の真贋鑑定・証明，商品の真贋鑑定・証明の代行

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.08 願書
2005.04.19 認定･付加情報
2006.04.04 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))
2006.07.21 拒絶査定

09,16,35,38,41,42

【09】耳栓，検卵器，保安用ヘルメット，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，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィ
ルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【16】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，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，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィル
ム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，
紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキ
ン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロ
ス，紙類，文房具類，書画，写真，写真立て
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【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】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の
企画又は運営，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.13 願書
2005.04.14 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.04 手続補正書
2005.11.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 意見書
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 拒絶査定
2006.08.21 手続補正書
2007.11.30 出願却下処分書(登録)

通常:
2005-031404
標準

通常:
2005-033175
標準

指定商品・役務

【16】印刷物，紙類
【中間記録情報】
【36】預金の預入れ（債権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 ［審査］
2005.04.06 願書
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替， 2005.04.06 認定･付加情報
2005.04.08 職権訂正履歴(職権訂正)
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受託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状 2005.04.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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・ 条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定
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 2006.11.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
及び有価証券オプション取引の委任の媒介・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，株式市場に
【09】電子応用機械器具及びその部品，ＩＣチップを組み込んだタグ，商品用電子タグ
【中間記録情報】
【16】荷札，紙類，文房具類，印刷物，バーコードが印刷されたラベル
［審査］
2005.04.08 願書
【42】商品の真贋鑑定・証明，商品の真贋鑑定・証明の代行
2005.04.19 認定･付加情報
2006.04.04 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))
2006.07.21 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,06,07,08,09,10,1
1,12,14,16,18,20,21,
22,24,25,26,27,28,3
5

18

資材市場＼ＳＨＩＺＡＩ ＩＣＨＩＢＡ

通常 2005-034206

09,15,41,42

19

カラオケ採点

通常:
2005-034844
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【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］
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，石けん類，歯磨き，化粧品，香料類， 2005.04.04 願書
研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
2005.04.20 職権訂正履歴(職権訂正)
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製建具，金 2005.05.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
属製立て看板，金属製道路標識，金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製の可
搬式家庭用温室，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製のネームプレート及び標札， 条1項11号を除く))
金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金 2006.01.10 手続補正書
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，金庫，金属製のバッ 2006.01.10 意見書
クル，アイゼン，金属製彫刻
2006.07.07 拒絶査定
【07】食器洗浄機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー，芝刈機，ミシン
【08】ピンセット，電気かみそり及び電気バリカン，かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くる
み割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，手動利器（刀剣を除く。），手動工具（すみ
つぼ類・皮砥・鋼砥・砥石を除く。），チーズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッ
ター（電気式のものを除く。），フォーク，糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふい
ご（手持ち工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手
持ち工具に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，まつ毛カール器，マニキュアセット，
ペディキュアセット，パレットナイフ
【09】耳栓，手動計算機，金銭登録機，製図用又は図案用の機械器具，盗難防止用警報
器，保安用ヘルメット，電池，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，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，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，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，水泳用浮き板，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，写真機械器具，測定機械器具
【09】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 【中間記録情報】
［審査］
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
2005.04.19 願書
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
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
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 2005.11.09 手続補正書
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 2005.11.09 意見書
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 2005.11.10 代理人受任届
2005.11.14 認定･付加情報
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 2005.11.14 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
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
2006.09.27 手続補正書(方式)
ケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子計
算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード等の記録媒体その他の
電子応用機械器具及びその部品，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコン
ピュータプログラム，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，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム，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，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる音楽，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，コンピュータネットワークを通じて
ダウンロードされる映像，ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電
子出版物，新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディス
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No.

20

21

22

23

商標（見本）

商標

ＭＯＯＮＹ

ＩＴアーキテクト

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

16

区分

【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，紙製乳幼児用使い捨ておしめ（パンツ式のものを含む。），紙製乳幼児
用使い捨てトレーニングパンツ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，アルミニウム箔を蒸
着した食品保存用プラスチック袋，ジッパー付き食品保存用プラスチック袋，ジッパー付き
食品保存・電子レンジ調理用プラスチック袋，家庭用食品包装用プラスチック製袋，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，愛玩動物用ウェットティッシュ
ペーパー，愛玩動物用紙製おしりふき，アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペー
パー，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，合成
紙製調理用シート，家庭調理用食品加熱シート，食品の水分・生臭み吸収シート及び袋，
調理用濾過シート及び袋，台所用ゴミ入れ用水切り袋，合成紙製台所用ふきん，キッチン
ペーパー，食品用紙製鮮度保持シート，食品用不織布製鮮度保持シート，その他の食品
用鮮度保持シート，化粧落とし用紙ナプキン，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.11 願書
2005.05.11 認定･付加情報
2005.12.27 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))
2006.02.08 上申書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.03.23 意見書
2006.03.23 手続補足書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.04.20 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶査定
2006.10.02 手続補正書
2006.10.03 手続補足書
2007.12.28 登録料納付
［登録］
2007.12.03 登録査定書
2007.12.28 設定納付書
2008.01.22 登録証

16,41

【16】雑誌
【41】高速インターネット接続サービスに関する商品の販売促進又は広告のための講習会・
セミナー・展示会及び講演会の企画・運営又は開催，その他のセミナーの企画・運営又は
開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.17 願書
2005.11.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.19 意見書
2005.12.20 手続補正書
2005.12.20 認定･付加情報
2005.12.20 意見書
2006.04.14 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))
2006.07.14 拒絶査定

16,36,41,42,44,45

【16】潜水救援用手引書，潜水に関するニューズレター，その他の印刷物，ステッカー，ポ
スター，その他の文房具類，図案等を印刷してなる熱転写シール，転写紙
【36】ダイバー用医療保険の引受け及びこれに関する情報の提供，ダイバー用傷害保険の
引受け及びこれに関する情報の提供，ダイバー用生命保険の引受け及びこれに関する情
報の提供，ダイバー用損害保険の引受け及びこれに関する情報の提供
【41】潜水に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供
【42】重要な潜水に関する医療の研究及びこれに関する情報の提供
【44】潜水に関する医療情報の提供，負傷したスキューバダイバー用の緊急電話回線を２４
時間体制で稼働させることによる負傷したスキューバダイバーの応急処置・治療に関する
医療情報の提供
【45】緊急時の連絡・通報の代行・媒介又は取次ぎ，緊急事態の医療救助活動の支援及び
これに関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 願書
2005.06.28 優先権証明書提出書
2005.08.11 認定･付加情報
2005.08.25 手続補正書
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))
2006.05.16 手続補正書
2006.05.16 意見書
2006.05.16 手続補足書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定

05,21,25

【05】衛生マスク，医療用油紙，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，失禁用おしめ
【21】食品加工作業用手袋，家事用手袋，清掃用具及び洗濯用具
【25】作業服，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
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.24 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.14 意見書
2006.07.28 拒絶査定

通常:
2005-040997
標準

通常:
2005-043000
標準

ＤＩＶＥＲＳ ＡＬＥＲＴ ＮＥＴＷＯＲ 優先:
2005-044629
Ｋ
標準

混入だいきらい

通常:
2005-045288
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
21

24

まほう＼びん＼弁当箱

通常 2005-049479

09,16,29,30,41

25

ラテラルマーケティング＼ＬＡＴＥ
通常 2005-052835
ＲＡＬ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ

21,28

26

マスコットコレクション

通常:
2005-053778
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
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），
ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除
く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー
豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り
分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモ
ン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，トイレット
ペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用
金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディスペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除
く。），風鈴，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き
【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，
【21】なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類
（貴金属製のものを除く。），アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂糖入れ及び
塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），ナプキンホ
ルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除く。），ようじ
入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー豆ひき器及
びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り分け用へ
ら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモン絞り器，
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，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，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），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，ガラス製栓，
ガラス製ふた，愛玩動物用食器，植木鉢，貯金箱（金属製のものを除く。），ろうそく消し及
びろうそく立て（貴金属製のものを除く。），花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。），風
鈴，お守り，おみくじ
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.03 願書
2005.06.03 認定･付加情報
2005.12.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.02 意見書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.15 願書
2005.06.15 認定･付加情報
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.29 出願人名義変更届(一般承継)
2006.06.01 手続補正書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
28

27

Ｇ／Ｓ

通常 2005-057189

17,19
28

樋付き面状排水材

通常 2005-058216

17,19
29

トイ付き排水材＼とい付き排水
通常 2005-058217
材

指定商品・役務

中間記録

【28】ゴルフクラブ

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.14 意見書
2006.03.14 手続補足書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
2006.08.09 手続補足書
2007.11.07 登録料納付
［登録］
2007.10.24 登録査定書
2007.11.07 設定納付書
2007.11.27 登録証
【17】排水用として使用されるオイルフェンス・電気絶縁材料・ゴム製包装用容器・ゴム製
【中間記録情報】
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・ ［審査］
ゴム
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
【19】排水用として使用される陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物・リノリューム製建
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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・アスファルト及びアスファ
ルト製の建築用又は構築用の専用材料・ゴム製の建築用又は構築用の専用材料・石灰製 号)
の建築用又は構築用の専用材料・石こう製の建築用又は構築用の専用材料・セメント及び 2006.07.21 拒絶査定
その製品・木材・石材，プラスチック製土中埋設排水材
【17】排水用として使用されるオイルフェンス・電気絶縁材料・ゴム製包装用容器・ゴム製
【中間記録情報】
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・ ［審査］
ゴム
2005.06.27 願書
2005.06.27 認定･付加情報
【19】排水用として使用される陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物・リノリューム製建
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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・アスファルト及びアスファ
ルト製の建築用又は構築用の専用材料・ゴム製の建築用又は構築用の専用材料・石灰製 条1項11号を除く))
の建築用又は構築用の専用材料・石こう製の建築用又は構築用の専用材料・セメント及び 2006.07.21 拒絶査定
その製品・木材・石材，プラスチック製土中埋設排水材

【中間記録情報】
16,35,36,37,38,39,4 【16】定期刊行物
【35】広告，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行 ［審査］
0,41,42,43,44,45

30

タウンマガジン

通常:
2005-059117
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。

及び管理，商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理，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，事業の管理，企業の人事・労務管
理及び求人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行，商
品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営，輸出入に関する
事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，あて名書き
及び書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，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，文書又は磁気テープのファイリン
グ，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ーの貸与，一般事務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信
の事務処理代行，経理事務の代行，企業に関する情報の提供，インターネットのホーム
ページにおける広告用スペースの貸与，求人情報の提供，職業の適性に関する助言，職
業（職種・職務）適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言，自動販売機の貸与，
コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集
【36】金融に関する情報の提供，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及
び定期積金の受入れ，資金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び
手形の引受け，有価証券の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他
の物品の保護預かり，両替，金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土
地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の
受託，外国為替取引，信用状に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス
料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券の売買，有価証券指数等先物取引，有価証
券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取
引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証
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2005.06.29 願書
2005.06.29 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)
2006.07.07 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,28

31

文玩

通常:
2005-064104
標準

16
32

心の風水学

通常:
2005-066709
標準

09,16,42

33

重合図

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

通常:
2005-066808
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.12 願書
2005.07.13 認定･付加情報
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.29 出願人名義変更届(一般承継)
2006.06.20 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.21 手続補正書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.20 願書
2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.11 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.20 願書
2005.07.29 手続補正書(方式)
2005.08.26 認定･付加情報
2006.04.17 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))
2006.07.18 拒絶査定

07,08,09,11,12,15,2 【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器 【中間記録情報】
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木 ［審査］
0,28,35,37,41,42

34

ＷＩＮｃｏｍ

通常 2005-067933

28
35

カードゲームホルダー

通常:
2005-071196
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。

工用又は合板用の機械器具，パイプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印紙用又は 2005.07.11 願書
2005.07.28 職権訂正履歴(職権訂正)
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械 2005.08.05 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペン 号)
2006.07.07 拒絶査定
サー，自動スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除
2006.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
機，電気ミキサー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，消毒・殺虫・防臭用用のものを除
く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電気式カーテン引き装置，廃棄物
圧縮装置，廃棄物破砕装置，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機
及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電気ブラシ
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，レーキ（手持ち工具に
当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそり及
び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），かつお
節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チーズス
ライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイロン
（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち工具
に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具に当
たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュア
セット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【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，硬貨の計数用又は特別用の機械，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
【28】カードスリーブ，カードボックス，カードバインダー，カードバイダー用リフィルシート，お 【中間記録情報】
もちゃ，人形
［審査］
2005.08.01 願書
2006.04.04 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))
2006.07.04 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
18,21

36

ＰＧ８＼ピージーエイト

通常 2005-075007

18,21

37

ＰＧ６＼ピージーシックス

通常 2005-075008

16,29,35
38

ジンギスカンコロッケ

通常 2005-075125

※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
【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
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），
ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除
く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー
豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り
分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモ
ン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，トイレット
ペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用
金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディスペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除
く。），風鈴，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き
【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
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），
ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除
く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー
豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り
分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモ
ン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，トイレット
ペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用
金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディスペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除
く。），風鈴，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き
【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真たて
【29】冷凍野菜，冷凍果実，コロッケ，その他の肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果
実，食用油脂，乳製品，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），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
【35】広告，書類の複製，速記，筆耕，文書又は磁気テープのファイリング
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.29 意見書
2006.03.31 手続補足書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.10 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.29 意見書
2006.03.31 手続補足書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.27 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,17,35,41,42

39

40

41

42

43

機能性ポリマーズフォーラム

突然確変

突然時短

突当

突確

指定商品・役務

【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6条1項+第6条2項)
2006.03.31 手続補正書
2006.03.31 意見書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.03.31 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

28

28

【28】遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.13 拒絶査定

28

【28】遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.13 拒絶査定

28

【28】遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.13 拒絶査定

通常:
2005-078370
標準

通常:
2005-080332
標準

通常:
2005-080333
標準

通常:
2005-080334
標準

通常:
2005-080337
標準

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

中間記録

【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥
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
【35】インターネットを利用したポリマーに関する商品の販売に関する相談・情報の提供及
び助言
【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知識の教授に関す
る相談・情報の提供，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は
開催，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
【28】遊戯用器具
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.13 拒絶査定
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No.

44

45

46

47

48

49

商標（見本）

商標

突時

クリーンクロス

二重くせつけペン

二重練習ペン

宇宙開発技術士

デンタルコスメ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【28】遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.13 拒絶査定

24,28

【24】布製身の回り品
【28】おもちゃ，人形，運動用具，釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2005.09.06 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定
2006.10.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

03,21

【03】二重まぶた形成用接着剤
【21】化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

03,21

【03】二重まぶた形成用接着剤
【21】化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.06 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

16

【16】書籍，雑誌，パンフレット，会員証

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.23 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))
2006.07.07 拒絶査定

03,05,21

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2005.09.09 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.09.09 認定･付加情報
毛
2006.01.27 刊行物等提出書
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯， 2006.02.24 認定･付加情報
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， 2006.03.03 刊行物等提出による通知書
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 2006.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
用粉乳，人工受精用精液
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
【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，
2006.07.14 拒絶査定
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

通常:
2005-080339
標準

通常:
2005-083195
標準

通常:
2005-083389
標準

通常:
2005-083390
標準

通常:
2005-083500
標準

通常:
2005-084882
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.

50

51

52

53

54

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

28

【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ 【中間記録情報】
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー ［審査］
2005.09.14 願書
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 拒絶査定

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2005.09.15 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

28

【28】ゴルフ用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

16,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.11 拒絶査定

スクロールピアノ＼Ｓｃｒｏｌｌ Ｐｉａ
通常 2005-085148
ｎｏ

クラシカルマスコット

グリップヘッド

Ｈｒ－０７

お茶の間入門

日本の鉄則

通常:
2005-086251
標準

通常:
2005-086670
標準

通常:
2005-087096
標準

通常 2005-087947

通常 2005-088050

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

中間記録

【15】楽器

16
55

指定商品・役務

15
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2005.11.09 手続補正書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.01.18 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)
2006.07.14 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

2008/4/7
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No.

56

57

58

59

60

61

62

63

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛
【21】化粧用具

07,16

【07】印刷用機械器具，金属加工機械器具，塗装機械器具，化学機械器具，ガラス器加工 【中間記録情報】
機械器具，半導体製造機械器具
［審査］
2005.09.26 願書
【16】カタログ，説明書，ポスター，出版物
2005.09.26 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

28

【28】釣り具

28,41

【28】運動用具
【中間記録情報】
【41】運動施設の提供，運動競技会の企画・運営又は開催，運動競技会に関する情報の提 ［審査］
2005.09.26 願書
供，スポーツの教授，運動用具の貸与
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.11 拒絶査定

16

【16】ラベル（布製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.11 拒絶査定

16

【16】ラベル（布製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.11 拒絶査定

16

【16】ラベル（布製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.11 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］
2005.09.27 願書
2005.10.03 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

ヘアーパーティングライン＼ＨＡＩ
通常 2005-088448
Ｒ ＰＡＲＴＩＮＧ ＬＩＮＥ

３Ｄプリント

ワカサギスペシャル

ＧＡＴＥ ＧＯＬＦ＼ゲートゴルフ

通常:
2005-089406
標準

通常:
2005-089460
標準

通常 2005-089462

易剥離ラベル

通常:
2005-089607
標準

手剥離ラベル

通常:
2005-089608
標準

水浸剥離ラベル

縄文焼

通常:
2005-089609
標準

通常:
2005-090047
標準

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

中間記録

03,21

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.09.21 認定･付加情報
2006.02.14 出願人名義変更届
2006.03.13 認定･付加情報
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.09.26 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.14 拒絶査定

2008/4/7
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No.
64

65

商標（見本）

商標
とれるとれる！

食育食器

種別 出願番号

区分

67

68

合格祈願

§マジ∞本気ヤバッ！

カタプラーナ

08,21

【08】手動利器，かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除
く。），スプーン，フォーク，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【21】なべ類，コーヒ沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類
（貴金属製のものを除く），アイスペール，泡だて器，魚ぐし，携帯用アイスボックス，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。），サラダボール（貴金属製
のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒ豆ひき器およびこしょうひき，
じょうご，食品保存用ガラス瓶，水筒，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取
分け用へら，鍋敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，魔法瓶，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。），清掃用具および洗濯用具，家
事用手袋，化粧用具，デンタルフロス，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，ブラシ用豚毛，洋服ブラシ，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナ，
シューツリー，アイロン台，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり，植木鉢，
家庭園芸用の水耕式植物栽培器，家庭用燃え殻ふるい，紙タオル取り出し用金属製箱，
霧吹き，靴脱ぎ器，こて台，小鳥かご，小鳥用水盤，じょうろ，寝室用簡易便器，石炭入れ，
せっけん用ディスペンサー，貯金箱（金属製のものを除く。），トイレットペーパーホルダー，
ねずみ取り器，はえたたき，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
およびろうそく立て（貴金属製のものを除く。），花瓶（貴金属製のものを除く。），ガラス製又
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製包
装用容器，型紙，裁縫用チャコ，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオ
ル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除
く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，写真，写真立て

通常:
2005-090847
標準

通常:
2005-091751
標準

通常:
2005-092693
標準

16

【16】雑誌，新聞，ムック

21

【21】なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん

通常 2005-093915

通常:
2005-094111
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】カーペットや車のシートに付着したペットのぬけ毛用掃除用具，愛玩動物用ブラシ，洋 【中間記録情報】
［審査］
服ブラシ
2005.09.29 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

16

66

指定商品・役務

21
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 願書
2005.10.05 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.05 手続補正書
2006.04.05 意見書
2006.04.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.05 意見書
2006.06.06 手続補足書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.08 手続補正書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
2006.10.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.01 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 拒絶査定

2008/4/7
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No.

69

70

71

72

73

商標（見本）

商標

テレビ視聴者＼ＴＶ＼視聴者

パロディー＆ギャグ

ＢＪ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.14 拒絶査定

16

【16】印刷物，写真，文房具，教材，遊戯用カード，

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.14 拒絶査定

28

【28】釣り具

【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)
2006.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.14 拒絶査定

16,41

【16】紙類，文房具類，印刷物
【中間記録情報】
［審査］
【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
2005.09.28 願書
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く。），映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設 2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
の提供，通訳，翻訳
2006.07.07 拒絶査定

16,40

【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，絵画，軸，書，版画，複製画，その他の書画，写真，写真立て
【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
貸与，製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与，パルプ製造用・製紙用又は紙工用
の機械器具の貸与，浄水装置の貸与，廃棄物圧縮装置の貸与，廃棄物破砕装置の貸与，
化学機械器具の貸与，ガラス器製造機械の貸与，靴製造機械の貸与，たばこ製造機械の
貸与，材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供，絵画の画像データの印刷，その
他の印刷，廃棄物の収集・分別及び処分，編み機の貸与，ミシンの貸与，印刷用機械器具

通常 2005-094331

通常 2005-094333

通常 2005-094421

通常:
2005-095005
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，写真，文房具，教材，遊戯用カード，

Ｌｅａｄｅｒ Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓ Ｔｒａｉ
通常 2005-094794
ｎｉｎｇ（Ｌ．Ｅ．Ｔ）

ジクレーフレスコ

指定商品・役務

16
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,44

74

韓流漢方ダイエット

通常:
2005-095207
標準

16,44

75

韓方

通常:
2005-095209
標準

09,14,16,18,20,21,2
4,25,26,28,32,35,37,
38,39,40,41,42,43,4
5

76

プラズマプラント

通常:
2005-096145
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
【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
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，ダイエット・健康管理に
関する助言・指導・診断，ダイエット・健康管理に関する助言・指導・診断に関する情報の提
供，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物
の治療，植木の貸与，農業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具
【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，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，ダイエット・健康管理に
関する助言・指導・診断，ダイエット・健康管理に関する助言・指導・診断に関する情報の提
供，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物
の治療，植木の貸与，農業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具
【09】写真機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物，
録画済ビデオディスク
【14】キーホルダー，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，貴金属製食器類，貴
金属製のくるみ割り器，記念カップ，時計
【16】印刷物，家庭用食器包装フイルム，文房具類，写真立て，紙類，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，写真
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【20】うちわ，せんす
【21】食器類（貴金属製のものを除く。），なべ類，水筒，アイスペール，洋服ブラシ，貯金箱
（金属製のものを除く。），靴ブラシ
【24】布製身の回り品
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，ずきん，
すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ベルト
【26】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，ボタン類
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー
ジャン用具
【32】清涼飲料，果実飲料
【35】広告，職業のあっせん，建築物における来訪者の受付及び案内，求人情報の提供
【37】テレビジョン受信機の修理又は保守，テレビジョン受信機の修理又は保守に関する情
報の提供
【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
【39】道路情報の提供
【40】受託によるプラズマディスプレイパネル及びその部品の製造，受託によるプラズマディ
スプレイパネルを備えたテレビジョン受信機及びその部品の製造
【41】電子出版物の提供，テレビジョン受信機の貸与，映画・演芸・演劇・音楽・スポーツの
興行の開催情報の提供
【42】気象情報の提供，プラズマディスプレイパネル及びその部品の設計，プラズマディスプ
レイパネルを備えたテレビジョン受信機及びその部品の設計，デザインの考案，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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.26 拒絶査定
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.26 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定

2008/4/7
21／27

３条拒絶（雑貨）２００６．０７.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］
2005.10.17 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.14 拒絶査定

16

【09】業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電池，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，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，レコード，メトロノーム，電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スラ
イドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子
出版物
【28】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，かるた，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
【16】書籍，雑誌，小冊子，パンフレット

16

【16】書籍，雑誌，小冊子，パンフレット

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

16,41

【16】雑誌，新聞，書籍，テキスト，その他の印刷物
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定

09,16,38,40,41

【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器
具及びその部品，コイン投入式業務用テレビゲーム機，磁気カード式業務用テレビゲーム
機，業務用テレビゲーム機，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，
録画済みビデオディスク及びビデオテープ，自動販売機，家庭用テレビゲームおもちゃ，硬
貨投入式写真シール作成機
【16】写真，写真立て
【38】電気通信（放送を除く。），画像・音声・文字データの伝送交換，コンピュータによる画
像・音声・文字データの伝送交換，移動体電話による通信，電子計算機端末による通信
ネットワークへの接続の提供
【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，
写真の合成，コンピュータによるデジタル写真の修正・補正
【28】運動用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

09,28

77

78

79

80

81

電脳学園

やさしさの種

幸せの種

リビングコンシェルジュ

ＴＩＲＯＬ＼チロル

通常:
2005-096971
標準

通常:
2005-097483
標準

通常:
2005-097484
標準

通常:
2005-097653
標準

通常 2005-097873

28

82

Ｙｏｓｅｄｏｕｇｕ

通常 2005-098215

※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］
2005.10.05 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.10.21 手続補足書
2005.11.22 認定･付加情報
2005.11.22 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（雑貨）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
28,35

83

Ｔ２ＧＳ

通常:
2005-098333
標準

28
84

85

86

87

88

89

大島ベア

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
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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，
輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，
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
【28】おもちゃ，人形

通常:
2005-098389
標準

【28】足ひれ，呼吸管，ウインドサーフィン用のセイル及びボード，サーフボード，サーフボー 【中間記録情報】
［審査］
ド用バッグ，サポーター，水上スキー，サーフボード用ワックス
2005.10.20 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 拒絶査定

20

【20】家具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.03 拒絶査定

16

【16】紙類

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.21 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 拒絶査定

16,35,41

【16】印刷物
【35】トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及
び清算，加盟店において特典を受けられる会員カードの発行・管理及び清算，サービス
カードの発行，商品の販売に関する情報の提供，蕎麦情報の提供，
【41】蕎麦打ちの教授，蕎麦打ち指導者・審査員の育成及び指導者・審査員資格の認定，
蕎麦打ちの技術に関する資格認定試験の実施と資格認定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.11.28 手続補正指令書(出願)
2005.11.30 手続補正書(方式)
2006.01.05 認定･付加情報
2006.04.17 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))
2006.07.14 拒絶査定

28

【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］
2005.10.21 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，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，ゴルフボール用クリーナー，その他の運動 2005.10.21 認定･付加情報
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
用具，釣り具，昆虫採集用具
条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定

フィッティングイノベーション＼Ｆｉ
通常 2005-098558
ｔｔｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ

ソバリエ

ボールワイパー

通常:
2005-098568
標準

通常 2005-098658

通常:
2005-098825
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］
2005.10.20 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 拒絶査定

28
マスターワークス＼Ｍａｓｔｅｒ ｗ
通常 2005-098417
ｏｒｋｓ

ライトクリーム

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０７.xls
No.

90

91

商標（見本）

商標

ＧＲＡＦＩＴＥ ＤＥＳＩＧＮ＼グラ
ファイトデザイン

ナンプレトレーナー

種別 出願番号

区分

93

94

数独トレーナー

Ｓｕｄｏｋｕ Ｔｒａｉｎｅｒ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.31 拒絶査定

09,28

【09】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ＣＤ－ＲＯＭ，電気通信機械器具，電子応
用機械器具及びその部品，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【28】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
【09】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ＣＤ－ＲＯＭ，電気通信機械器具，電子応
用機械器具及びその部品，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【28】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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.13 拒絶査定

09,28

【09】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ＣＤ－ＲＯＭ，電気通信機械器具，電子応
用機械器具及びその部品，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【28】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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.13 拒絶査定
2006.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

15,35

【15】楽器
【35】広告，事業の管理または運営及び事務処理

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

通常 2005-099399

通常:
2005-100123
標準

通常:
2005-100124
標準

通常 2005-100125

楽器堂＼ＧＡＫＫＩＤＯ ＣＯＲＰＯ
通常 2005-100607
ＲＡＴＩＯＮ．

※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】釣り具

09,28

92

指定商品・役務

28
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.13 拒絶査定
2006.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/4/7
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３条拒絶（雑貨）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,38,41,42

95

ＳＵＰＥＲ ＳＥＣＵＲＩＴＹ

通常:
2005-102855
標準

16
96

エコバッグ

バイキンバスター＼ＢａｉｋｉｎＢｕｓ
通常 2005-103156
ｔｅｒ

20
98

Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｓｈａｄｅ＼プレミア
ム・シェード

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.11 拒絶査定

通常:
2005-103037
標準
17,18,24

97

指定商品・役務
【09】電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び
その他の記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，電気
計算機，電子計算機用プログラム，電子出版物
【16】書籍，出版物，印刷物
【35】ゲームソフト・ビジネスソフト・教育ソフト・マルチメディアソフト・シミュレーションソフトの
販売に関する情報の提供，コンピュータ・ソフトウェア・電気通信及びこれらに関連するオ
フィステクノロジーの分野における商品の販売促進及び役務提供の促進のための展示会
の企画・運営又は開催，コンピュータソフトウェア・ハードウェアの販売に関する情報の提
供，コンピュータ関連機器及びコンピュータ関連機器のソフトウェアの販売に関する情報の
提供，書籍・医薬品・音楽用コンパクトディスク・ビデオソフトその他の商品の販売に関する
情報の提供，通信によるソフトウェアの販売に関する情報の提供，電子計算機端末による
コンピュータソフトウェア・書籍・出版物・オーディオカセット・ビデオカセット・コンパクトディス
ク・フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・その他の商品の販売に関する情報の
提供，電子計算機の操作に関する指導及び助言
【38】携帯電話・小型携帯用無線呼出し機その他の通信機器による通信，電子メール・電
話・ファクシミリ・その他の電子計算機端末による通信，携帯電話・小型携帯用無線呼出し
機・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与，無線通信機器の貸与，携帯電話・小型
携帯無線呼出し機・電話の加入契約の媒介・取次ぎ・代行，電子メールによる通信への加
入契約の取次ぎ・代理及び媒介
【41】コンピュータ端末による技芸・スポーツ又は知識の教授，インターネット等コンピュータ
ネットワーク及び通信回線端末による技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運
営又は開催，資格検定試験の企画・運営・実施，セミナーの企画・運営又は開催に関する
情報の提供，資格検定試験の企画・運営・実施に関する情報の提供，電子出版物の提
供，インターネット又はその他コンピュータネットワークを利用した音楽・映画・ゲーム・アニ
メーションの提供
【16】生分解性プラスチック製包装用袋

通常 2005-104016

※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］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.04.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.31 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

【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
【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
【20】屋内用ブラインド
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０７.xls
No.

99

100

101

102

商標（見本）

商標

プチキャラクリップ

ＰＡＬＥＴＴＥ

はちかく瓢箪

ケータイ＼六法

種別 出願番号

区分

ヘアウェア

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.25 拒絶査定

16

【16】紙類，文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.08 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)
2006.07.25 拒絶査定

20

【20】ひょうたんの置物

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

09,16,38,42

【09】情報技術関連の法規集を記憶させたＣＤ－ＲＯＭその他の記憶媒体，情報技術関連
の法規集の全部又は一部を録音したコンパクトディスク・磁気カード・磁気シート・磁気テー
プ，コンピューターネットワークを通じてダウンロード可能な情報技術関連の法規集
【16】六法全書
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，電報に
よる通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，テレビジョン放送，有線テ
レビジョン放送，ラジオ放送，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
【42】電子計算機用プログラムの提供
【10】植毛用人工毛髪
【17】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。）
【26】増毛用人工毛髪，入れ毛，かつら，その他の頭飾品

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

【10】植毛用人工毛髪
【17】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。）
【26】増毛用人工毛髪，入れ毛，かつら，その他の頭飾品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.16 意見書
2006.06.19 手続補足書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.07.14 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
2006.11.06 手続補正書(方式)
2006.11.07 手続補足書
2007.03.31 登録料納付
［登録］
2007.03.28 登録査定書
2007.03.31 設定納付書
2007.05.01 登録証

通常:
2005-104215
標準

通常:
2005-104404
標準

通常:
2005-104437
標準

通常 2005-104901

通常:
2005-105420
標準

10,17,26

104

ナチュール

通常:
2005-105423
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】文房具類
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具

10,17,26

103

指定商品・役務

16,28
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.10 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.09 意見書
2006.06.12 手続補足書
2006.06.12 認定･付加情報
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
2006.10.20 手続補正書
2006.10.23 手続補足書

2008/4/7
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３条拒絶（雑貨）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16

105

いろいろロール

通常:
2005-105529
標準

からだあんしん

通常:
2005-106050
標準

21,37,41,44
106

27

107

108

109

110

111

めいさん

秘密保全コンサルタント

ＬＯＴＯ６

筋トレ楽?ね

§Ａｇ＋除菌生活

通常:
2005-106126
標準

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.21 拒絶査定
【21】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，洗濯ブラシ，雑巾，バ 【中間記録情報】
ケツ，ほうき，モップ，その他の清掃用具及び洗濯用具
［審査］
【37】建築工事，内装仕上げ工事，建築物の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨 2005.11.11 願書
き，道路の清掃，床洗浄機の貸与，モップの貸与
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【41】写真の撮影
2006.07.25 拒絶査定
【44】庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布
【27】畳，畳表，畳べり，ござ，花むしろ，むしろ，こも，畳床
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.04.21 代理人解任届
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.26 代理人受任届
2006.05.08 認定･付加情報
2006.07.26 拒絶査定

16,41

【16】雑誌，書籍，新聞，パンフレット
【中間記録情報】
【41】事業所等の保有する秘密情報の保全に関する知識及び技能の教授，情報保全に関 ［審査］
する資格検定試験の実施，情報保全に関するセミナーの企画・運営又は開催，並びにこれ 2005.10.28 願書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
らに関する情報提供
2005.11.28 手続補正書(方式)
2006.04.21 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))
2006.07.28 拒絶査定

09,16

【09】電子出版物
【16】ニューズレター，カタログ，パンフレット

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2006.04.21 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))
2006.07.28 拒絶査定

10,28

【10】医療用機械器具
【28】運動用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

24,25,27

【24】布製身の回り品，ふきん，織物製トイレットシートカバー，織物製トイレットペーパーホ 【中間記録情報】
ルダーカバー
［審査］
【25】スリッパ，サンダル，靴下
2005.12.14 願書
2005.12.14 認定･付加情報
【27】浴場用マット，キッチンマット，トイレマット
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.30 意見書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.07.24 拒絶査定
2007.02.23 登録料納付
［登録］
2007.02.08 登録査定書
2007.02.23 設定納付書
2007.03.20 登録証

通常:
2005-106457
標準

通常:
2005-106473
標準

通常:
2005-106645
標準

通常 2005-117292

※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】トイレットペーパー，その他の紙類
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,39,41

112

ポッドウォーク

通常:
2005-121823
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
【09】ダウンロード可能な音声，電子出版物，電子応用機械器具及びその部品，耳栓，加工
ガラス（建築用のものを除く。），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，磁心，抵抗線，電極，消防
艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベ
ルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ
【16】印刷物，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写
真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッ
チキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，
凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式
鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィ
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.06.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 意見書
2006.07.21 手続補足書
2006.07.31 拒絶査定
2006.08.18 認定･付加情報
2006.10.06 手続補正書(方式)
2006.10.06 手続補足書
2007.08.03 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］
2007.07.30 登録査定書
2007.08.03 設定納付書
2007.09.04 登録証

