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３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

1

学習国語新辞典

通常 2004-097255

11,20

2

ＹＯＵ ＢＲＥＡＫ ＩＴ，ＷＥ ＲＥＰ
優先 2004-113466
ＬＡＣＥ ＩＴ．．．ＦＯＲＥＶＥＲ

16
3

指定商品・役務
【09】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，教育用映像周波機
械器具・教育用音声周波機械器具・その他の教育用視聴覚機械器具，電池，電線及び
ケーブル，学習指導用装置，電気通信機械器具，電子辞書，電子辞書用ソフトウェア，イ
メージ通信・音声通信・ファイル転送・電子メール送信・チャット用のピアツーピア型のイメー
ジ通信のためのコンピュータプログラム，メッセージ送信及び電子メール通信に使用するコ
ンピューターソフトウェア及びコンピュータープログラム，電子メール・チャット等の通信機能
を有する携帯電話用プログラム，電子メール・チャット等の通信機能を有する電子計算機
用プログラム，インターネットを通じて行なう電子商取引に使用するための電子計算機用プ
ログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，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専用のプログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
のプログラム，国語辞典の画像・文字情報を記録させたＣＤ－ＲＯＭ，国語辞典の画像・文
字情報を記録させた光磁気ディスク，国語辞典の画像・文字情報を記録させたＤＶＤ－ＲＡ
Ｍ，その他の国語辞典の画像・文字情報を記録させた記録媒体，国語辞典の画像・文字情
報を記録させたビデオディスク及びビデオテープ，電子メールを介して提供されるダウンロ
－ド可能な電子雑誌，検索用の電子計算機プログラムを記憶した国語辞典に関する電子
出版物
【16】辞典
【41】デジタル画像処理，インターネットを通じた教材の学習方法に関する助言，インター
ネット等の通信ネットワークを介した通信教育，通信回線を利用した対話型学習レッスン及
び学習カリキュラムを内容とする教育，オンラインによる教育上の試験の実施，コンピュー
ターネットワークを介した教育に関する情報の提供，学習指導に関する情報の提供，学習
塾・専門学校・国家資格取得講座・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校又は大学に
関する情報の提供，生涯学習に関する指導・助言，インターネットを利用した技芸・スポー
ツ又は知識の教授及びこれらに関する情報の提供，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，インターネット又はコンピュータネットワークを通じた
【11】キセノン電球モジュールと高強度のポリカーボネートレンズを有し霧・雨等の際にもこ
れらを通してスポット光を投光しうる懐中電灯又はヘルメット装着型のフラッシュライト，キセ
ノン電球モジュールと高強度のポリカーボネートレンズを有し霧・雨等の際にもこれらを通し
てスポット光を投光しうる懐中電灯又はヘルメット装着型で再充電可能のフラッシュライト，
再充電可能のスポットライト，スポットライト，懐中電灯，その他の電球類及び照明用器具，
便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，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，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄水装
置，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッシャー，ガス湯沸かし器，加熱
器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽類，あんどん，ちょう
ちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付き
便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用いす，家庭用汚水浄化槽，家庭
用し尿処理槽，化学物質を充てんした保温保冷具，火鉢類
【20】運動具・雑貨・写真機・電子計算機・電気機器の収容物貯蔵用の木製・竹製又はプラ
【16】漫画を主体とする双書，雑誌，新聞，印刷物，歌集，カタログ，カレンダー，日記帳，

ＣＯＮＶＥＮＩＣＯＭＩＣ＼コンビニ
通常 2005-019045
コミック

※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］
2004.10.25 願書
2004.10.25 認定･付加情報
2005.04.15 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.04.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.05.25 手続補正書
2005.05.25 認定･付加情報
2005.05.25 認定･付加情報
2005.05.25 意見書
2006.08.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.13 願書
2005.02.14 優先権証明書提出書
2005.03.11 認定･付加情報
2005.03.11 認定･付加情報
2006.03.07 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))
2006.08.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.22 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)
2006.08.04 拒絶査定
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No.

商標（見本）

4

5

商標

種別 出願番号

区分

01,03,07,09,11,12,1
6,17,29,30,31,32,35,
36,37,38,39,40,41,4
2

【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
【03】家庭用帯電防止剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用漂白剤，かつら装着用接
着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリー
ム，靴墨，つや出し剤，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，つけまつ毛
【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
具，化学機械器具，繊維機械器具，食品加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
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
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，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，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，電機ブラシ
【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
【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

もったいない＼ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ＼
通常 2005-020230
Ｒｅｄｕｃｅ Ｒｅｕｓｅ Ｒｅｃｙｃｌｅ

ＥＣＯ－ＬＯＧＩ．ＣＯＭ＼エコロジ
通常 2005-037178
ドットコム

スペシャルコレクション

通常:
2005-055421
標準

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

中間記録

【16】雑誌，新聞，文房具類，紙類，書画，写真，写真立て，紙製包装用容器，家庭用食品 【中間記録情報】
［審査］
包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，紙製のぼり，紙製旗
2005.03.09 願書
2005.03.24 認定･付加情報
2006.02.14 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))
2006.03.07 手続補正書
2006.03.07 意見書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.03.07 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
2006.10.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

28

6

指定商品・役務

16
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【中間記録情報】
［審査］
2005.04.11 願書
2005.05.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2005.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.19 手続補正書
2005.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.02 手続却下の処分(補正指令)
2006.08.25 拒絶査定
2006.08.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.20 願書
2005.06.20 認定･付加情報
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.08.09 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,25,41

7

＋４４

優先:
2005-057183
標準

09,16,38

8

テレビリンク

通常:
2005-057532
標準

06,09,11,17,37,39,4
5

9

ホームセキュリティ７

通常 2005-059829

※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】録画済みＤＶＤ，コンパクトディスク，ミニディスク，コンパクトディスク用ケース，カセット
用ケース，ＣＤ－ＲＯＭ，デジタルコンパクトカセットテープ，デジタルオーディオレコーダー
用テープ，レコード，ＭＰ３インターネットウェブサイトから提供されるダウンロード可能なデ
ジタル音楽，ビデオカセットテープ，オーディオカセットテープ，音楽演奏録音済みレコード，
音楽演奏録画済みビデオカセットテープ，オンラインにより提供されるダウンロード可能な
音楽，インターネットからダウンロード可能なデジタル音楽，通信ネットワークを通じてダウ
ンロード可能な音楽及び映像，リングトーン，音楽家又は音楽演奏を内容とする映画，音楽
又は音楽家による演奏・ダンスの映像を記録したインターネット・その他の通信ネットワーク
からダウンロード可能な記録媒体，電子メール・インスタントメッセージング・その他の電子
メッセージ通信によりダウンロード可能な電子出版物，オンラインにより提供され又はイン
ターネットその他の通信ネットワークを通じてダウンロード可能な娯楽・音楽・舞踊・インタ
ビュー・音楽ビデオ・ファンクラブサービス及び行事等に関する話題を内容とする電子出版
物，データベース・インターネット・その他の通信ネットワークからダウンロード可能な娯楽
情報に関する電子出版物，ダウンロード可能なデジタル音楽，ＭＰ３インターネットウェブサ
イトから提供されるダウンロード可能なデジタル音楽，サングラス，普通眼鏡，その他の眼
鏡，レンズ，枠，その他の眼鏡の部品及び付属品
【16】広告及び販売促進用印刷物，ポスター，歌詞付き楽譜，パンフレット，紙製旗，楽譜，
絵本，塗り絵本，童話集，紙製掲示板，折り畳みポスター集，１枚刷り楽譜集，ＤＶＤ用ケー
ス付ブックカバー，ポストカード，写真，写真立て，ニューズレター，ステッカー，カレンダー，
グリーティングカード，トレーディングカード，ペン，鉛筆，筆記用具ケース，消ゴム，マー
カー，クレヨン，チョーク，便箋，ノートブック，ブックカバー，日記帳，バンパーステッカー，書
籍，雑学に関する書籍，ギター用コード・運指等を付記した楽譜，旅行に関する書籍，百科
辞典，漫画本，写真集，音楽及び娯楽に関する雑誌，その他の印刷物
【25】半ズボン，ジャージー製被服，ブラウス，ワイシャツ，タンクトップ，ティーシャツ，ポロ
【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】印刷物，文房具類
【06】金庫
【09】消火器，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，インターホン，防犯用ビデオカメ
ラ，家庭用の防犯・防災監視制御機械器具
【11】自動点灯式照明器具
【17】ガラスに貼着する窓ガラス強化用又は窓ガラス飛散防止用又は紫外線遮断用のプラ
スチックフィルム及びシート
【37】消火器・火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器・インターホン・防犯用ビデオカメ
ラ・家庭用の防犯・防災監視制御機械器具・自動点灯式照明器具等の設置工事，火災報
知機の修理又は保守，ガス漏れ警報器の修理又は保守，盗難警報器の修理又は保守，イ
ンターホンの修理又は保守，防犯用ビデオカメラの修理又は保守，家庭用の防犯・防災監
視制御機械器具の修理又は保守，自動点灯式照明器具の修理又は保守，金庫の修理又
は保守
【39】金庫の貸与
【45】施設の警備，身辺の警備，火災報知機の貸与，ガス漏れ警報器の貸与，盗難警報器

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2005.07.04 優先権証明書提出書
2005.08.08 認定･付加情報
2005.08.08 認定･付加情報
2006.01.10 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))
2006.04.10 期間延長請求書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.05.10 手続補足書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.06.07 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.24 願書
2005.06.27 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)
2006.08.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.30 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.16 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.02.20 手続補正書
2006.02.20 意見書
2006.02.20 手続補足書
2006.02.24 刊行物等提出書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.28 刊行物等提出による通知書
2006.08.22 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

10

11

商標（見本）

商標

ＨＯＬＬＡＮＤＥＲ

種別 出願番号

区分

16,35,36,42

【16】カタログ，雑誌，新聞，トレーディングカード，その他の印刷物，文房具類，紙類，書
画，写真，写真立て，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
【35】トレーディングスタンプ・ポイントカードの発行・管理及び清算，商品の販売促進・役務
の提供促進に関する助言及び指導，商品の販売に関する情報の提供，経営の診断又は
経営に関する助言，市場調査，ホテルの事業の管理，広告，財務書類の作成，職業のあっ
せん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【36】前払式証票の発行，ギフトカードの発行，電子プリペイドカードの発行，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，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
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ

通常 2005-060744

電子金券開発＼ｅ‐Ｃｈｅｃｋ Ｄｅ
通常 2005-062464
ｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

Ｅａｒ Ｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅ＼イヤーエス
通常 2005-068754
テ

※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】まくら，布製バランス，クッション，マットレス
【中間記録情報】
【24】掛けふとん，ベッドシーツ，まくらカバー，ベッドのひだ飾り，装飾用まくらかけ，厚手の ［審査］
2005.07.04 願書
羽ふとん用カバー，テーブル掛け，ドレープ，カーテン，ウインドウスカーフ，布製カーテン
用止めひも，ベッドスカート，マットレスパッド，マットレストッパー，マットレスカバー，羽入り 2005.07.04 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
敷きふとん，ベッド用毛布，織物
条1項11号を除く))
2006.04.28 期間延長請求書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定

16,41,44

12

指定商品・役務

20,24
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2005.07.08 認定･付加情報
2006.01.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.19 手続補正書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定
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No.

13

14

15

16

17

商標（見本）

商標

Ｌａｈａｉｎａ

ドミノ効果

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【15】ウクレレ，ギター，その他の楽器

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 拒絶査定

05,21

【05】家庭用殺虫剤
【21】殺虫器

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2006.03.31 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))
2006.08.18 拒絶査定

21,45

【21】お守り，おみくじ
【45】運勢鑑定，その他の占い，身の上相談

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 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)
2006.03.27 意見書
2006.03.27 手続補足書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定

17,20

【17】プラスチック基礎製品，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 【中間記録情報】
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，オイルフェンス， ［審査］
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 2005.08.09 願書
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 2005.08.09 手続補足書
ルト，石綿網，ゴム製包装用容器，農業用プラスチックフィルム，ゴム，岩石繊維製防音材 2005.08.16 認定･付加情報
（建築用のものを除く。），石綿の板，石綿の粉
2005.08.16 認定･付加情報
【20】プラスチック製の包装用トレー，プラスチック製の丼容器（プラスチック製ふたを除
2006.03.08 拒絶理由通知書(第4条各号+第8条1項+
く。），プラスチック製きょう木，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容 第4条1項11号)
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 2006.04.10 手続補正書
類（金属製又は石製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，ネームプレート 2006.04.10 意見書
及び標札（金属製のものを除く。），きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵便受け 2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
（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。），買い物かご，家 項16号)
2006.05.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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。），つい立て，びょうぶ，ベンチ，食品見本模型，人工池，マネキン人形，洋服飾り型類， 2006.05.23 手続補正書
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， 2006.05.23 意見書
2006.05.23 手続補足書
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，
2006.06.21 認定･付加情報
角，歯，べっこう，骨，さんご
2006.08.09 拒絶査定
2006.09.07 手続補足書
2006.11.07 手続補正書(方式)
2006.11.07 手続補足書
2006.11.07 手続補正書
2006.12.20 手続補正書
2007.03.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

28,30

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

通常 2005-070991

通常:
2005-071250
標準

てんけい＼天啓＼テンケイ＼Ｔ
通常 2005-071766
ＥＮＫＥＩ

ＰＳＰ

カプセルがポン

通常:
2005-074483
標準

通常:
2005-075379
標準

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

中間記録

15
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.11 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)
2006.08.08 拒絶査定
2006.12.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,36,37

18

早得

通常:
2005-078167
標準

28

19

フルサイズ＼ＦＵＬＬ ＳＩＺＥ

ＧＥＴ ＯＮ．ＧＯ．

通常 2005-081937

21
21

３－ＷＡＹ ＨＥＡＤ

22

等圧

【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，電気通信用及びインターネット接続用のプリペイ
【21】歯ブラシ，電動式歯ブラシ，その他の化粧用具，ようじ，デンタルフロス

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.08 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))
2006.08.02 拒絶査定

【19】プラスチック製建築専用材料
【21】植木鉢
【37】建築一式工事，土木一式工事，屋根工事

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.10.31 手続補正指令書(出願)
2005.11.07 手続補正書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.03.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.29 拒絶査定

通常:
2005-083679
標準

19,21,37
通常:
2005-088175
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］
2005.08.22 願書
2005.08.25 手続補正指令書(出願)
2005.09.27 手続補正書(方式)
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.23 拒絶査定

通常 2005-080858

16

20

指定商品・役務
【16】新聞，雑誌，その他の印刷物
【35】インターネットウェブサイトを用いた広告，インターネットウェブサイトの広告用スペース
の提供，その他の広告，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商
品販売に関する情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，インターネット
ウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買に関する契約の媒介，経営の
診断又は経営に関する助言，競売の運営
【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，土地の有効活用に関する企画・助言及び指導，建物又は土地の
情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信
用に関する調査，紙幣・硬貨計算機の貸与，現金支払機・現金自動預け払い機の貸与，前
払式証票の発行
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，土木機械器具の
【28】擬餌，その他の釣り具，おもちゃ，人形
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.31 意見書
2006.03.31 手続補足書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.08.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2005.09.07 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)
2006.08.31 拒絶査定

2008/5/8
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３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,12,19,20

23

ユニバーサルプラジョイント

通常:
2005-089235
標準

09,16,35,41

24

電子会計実務検定試験

通常:
2005-089643
標準

28,30

25

し し まい＼獅子舞ロボ

通常 2005-089820

16

26

頭の体操

通常:
2005-091897
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

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材 【中間記録情報】
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト ［審査］
2005.09.26 願書
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
2005.09.28 職権訂正履歴(職権訂正)
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光 2005.10.07 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+第8条1項+
式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽
類，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金 第4条1項11号)
2006.05.19 意見書
属製金具，ワイヤーロープ，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標
札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属 2006.08.18 拒絶査定
製貯金箱，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，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属
製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，
ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属製彫刻
【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
品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し
車，荷車，馬車，リアカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，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，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製
の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製の
ものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話板，区画表示帯，セメント及びその
【09】学習参考書・その他の刊行物の内容を記憶させたＣＤ－ＲＯＭ、電子計算機用プログ 【中間記録情報】
ラムを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ、録音済み磁気ディスク・磁気テープ、録画済みビデオディス ［審査］
ク・ビデオテープ
2005.09.12 願書
【16】印刷物、カタログ、雑誌、書籍、新聞、パンフレット
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【35】看板による広告、はり紙による広告、インターネットのホームページを利用した広告、 条1項11号を除く))
市場調査、経営の診断及び指導、職業のあっせん、人材派遣によるＯＡ機器の操作・デー 2006.03.09 手続補正書
2006.03.09 意見書
タ入力・一般会社事務・受付・秘書・経理事務、書類の複製、求人情報の提供、職業（職
種・職務）適正検査
2006.05.11 認定･付加情報
2006.08.03 拒絶査定
【41】インターネットを利用した検定試験に関する情報の提供、インターネットを利用した検
定試験・模擬試験に関する情報の提供、インターネットを利用した検定試験・模擬試験に関
する企画・運営・実施、技芸・スポーツ又は知識の教授、インターネット又はコンピュータ
ネットワークを通じた通信端末を利用した知識の教授、技芸又は知識の教授、人材派遣に
よる事務機器の操作方法・電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法
【28】おもちゃ，人形，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
【中間記録情報】
く。），愛玩動物用おもちゃ，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 ［審査］
2005.09.27 願書
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
2005.09.27 認定･付加情報
【30】菓子及びパン，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
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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，調味料，香辛料，アイ 項16号)
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 2006.08.11 拒絶査定
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，お好み焼き，焼きそば，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，食用グルテン，穀物を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプ
【16】印刷物
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2006.03.15 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.27 刊行物等提出書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.04.28 刊行物等提出による通知書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定
2006.11.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

27

28

29

30

商標（見本）

商標

各家災害備貯品責任物件容器

Ｍｏｒｉｔａ，Ｃｕｓｔｏｍ

種別 出願番号

区分

28

【28】ビリヤード用具，シャフト，タップ，カッティングボード，タップシェーパー，鉄やすり，
キューケース，タッププレス型，タップ用万力，タップケース，タップキット

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］
2005.10.11 願書
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
項16号)
2006.05.23 意見書
2006.05.23 手続補足書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.08.31 拒絶査定
2006.12.08 手続補正書(方式)
2006.12.08 手続補足書
2007.04.25 登録料納付
［登録］
2007.04.19 登録査定書
2007.04.25 設定納付書
2007.05.22 登録証

16

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製包装用容器，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，印刷用紙，インディアペー
パー，カーボン原紙，グラシンペーパー，新聞用紙，吸い取り紙，タイプライターペーパー，
トイレットペーパー，筆記図画用紙，包装用紙，ライスペーパー，硫酸紙，ろ紙，その他の洋
紙，アイボリー紙，色板紙，黄板紙，白板紙，心紙，段ボール原紙，チップボード紙，表紙，
ポストカード紙，ルーフィング原紙，その他の板紙，温床紙，傘紙，火薬包み紙，がんぴ紙，
工芸紙，こうぞ紙，証券紙，障子紙，書道用紙，仙貨紙，ちり紙，典具じょう紙，謄写原紙用
紙，鳥の子紙，ナプキン紙，複写紙，奉書紙，その他の和紙，紙製レース，擬革紙，ジャ
ガードカード，耐酸紙，段ボール，パラフィン紙，ふすま紙，防火紙，防かび紙，防水紙，防
錆紙，防油紙，りん光紙，その他の加工紙，普通セロハン，防湿セロハン，その他のセロハ
ン類，合成紙，その他の紙類，アルバム，カード，カーボンペーパー，けい紙，スクラップ
ブック，スケッチブック，スコアーカード，スコアーブック，帳簿，手帳，伝票，謄写原紙，ト
レーシングクロス，トレーシングペーパー，ノートブック，便せん，封筒，方眼紙，名刺用紙，
用せん，ルーズリーフ用紙，その他の紙製文房具，筆記用具，絵画用材料，その他の文房
具類，絵はがき，楽譜，歌集，カタログ，カレンダー，雑誌，時刻表，書籍，新聞，地図，日

通常:
2005-092787
標準

通常 2005-093225

通常 2005-095419

※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

【06】災害時に必要な非常食、飲料、衣類、薬品等を各家庭で備蓄するための先願拒絶風 【中間記録情報】
の通る■による組立分解容積強さ防熱材の量災害時誰でも取出せる鍵をそなえた金属製 ［審査］
2005.09.20 願書
容器大きく造ると逃込家を支え守る機能もそなえる、さらに大きくするとそれ自体災害に強
い家として使える、
2005.10.13 認定･付加情報
【20】災害時に必要な非常食・飲料・衣類・薬品類等を各家庭で備蓄するための木製又はプ 2005.10.21 認定情報通知書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ラスチック製の収納箱で主に第６類の中におさめる分別箱にわなると思うが回り表面類を
なるべく厚い鉄箱状にし火薬箱・千両箱のように厚い木材で造り防熱を塩類の含浸など木 条1項11号を除く))
材にし鉄部は防火塗料によつて造り気密性■縄など取付（チエン類），どのような事があつ 2006.05.08 手続補正書
ても目的に浮くことまで孝る
2006.06.14 認定･付加情報
2006.07.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.31 審査用メモ(実体審査)
2006.08.04 拒絶査定

ＳＴＡＢＩＬＩＺＥ ＢＥＬＴ＼スタビラ
通常 2005-094725
イズベルト

ぬりえはがき

指定商品・役務

06,20
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.05.12 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))
2006.08.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 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)
2006.08.01 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,41

31

知の財産

通常:
2005-095789
標準

20
32

33

34

供 養

ＩＴ ジュニアコンテスト

古河

通常:
2005-097045
標準

ＦＩＮＥ ２ ＳＨＡＦＴ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

【16】新聞，雑誌，書籍，パンフレット
【中間記録情報】
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，セミナーの企画・運営又は ［審査］
開催，ＩＴコンテストの企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・ 2005.10.05 願書
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 2005.10.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.28 職権訂正通知書(職権訂正)
を除く。）
2005.10.31 認定･付加情報
2006.01.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

06,09,12,17

【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建具，金属製金具，金属製建造物組立てセット，金属製貯蔵槽類，金属製の滑
車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製包装用容器，金属製荷役用
パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚礁，金属製セメント製
品製造用型枠，金属製の可搬式家庭用温室，金属製の吹付け塗装用ブース，金属製養鶏
用かご，金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製道路標識（発光式又は機械式の
ものを除く。），てんてつ機，キー，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，コッタ，いかり，金属
製ビット，金属製ボラード，かな床，はちの巣，金網，ワイヤロープ，犬用鎖，金属製家庭用
水槽，金属製工具箱，金属製貯金箱，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製のネームプ
レート及び標札，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製帽子掛けかぎ，金属製郵便受
け，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製彫刻，金属製の墓標及び墓碑
用銘板，金属製のバックル，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，金属製あぶみ，金
属製飛び込み台，拍車，ハーケン
【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，光ファイバ及びその他の電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機
械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコー
ド，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，
電子応用機械器具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム
機，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶
させた電子回路及びＣＤ－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
【28】運動用具

通常 2005-097481

通常:
2005-097764
標準

通常:
2005-097923
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］
2005.10.13 願書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.23 拒絶査定

16,41

28
35

指定商品・役務
【16】書籍，専門書，問題集，参考書，学習書，雑誌，新聞，パンフレット，印刷物
【35】教師のあっせん，人事管理・労務管理，教育組織・学習塾の設立に関する企画の立
案及び指導又は助言，教育事業の管理
【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，書籍の製作，学習支援に関する知識の教授，学習支援に関す
る教材・書籍の企画・制作，学習支援に関するセミナー・イベントの企画・開催・運営，教育
者の育成，知識の教授に関する助言，学習支援組織や学習塾における知識の教授に対す
る指導又は助言，学習支援組織や学習塾に関する情報の提供，放送番組の制作，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。），放送番組の制作に
おける演出，教育研修のための施設の提供，図書の貸与，録画済み磁気テープの貸与
【20】葬祭用具
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.19 認定･付加情報
2006.02.20 手続補正書
2006.02.20 手続補足書
2006.02.20 代理人選任届
2006.03.17 認定･付加情報
2006.03.17 認定･付加情報
2006.03.17 認定･付加情報
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.16 手続補正書
2006.06.16 意見書
2006.06.19 手続補足書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.05.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.24 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

36

37

38

39

40

41

商標（見本）

商標

お風呂ポスター

ＤｒｉｌｌＣｕｔ－Ｘ

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 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)
2006.08.04 拒絶査定

10,16

【10】外科用機械器具，その他の医療用機械器具
【16】医療技術に関する印刷物，その他の印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.10.24 優先権証明書提出書
2005.11.22 認定･付加情報
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 手続補正書
2006.07.14 意見書
2006.07.18 手続補足書
2006.07.21 手続補正書
2006.08.15 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
2007.02.05 手続補正書
2007.02.07 手続補足書
2007.08.24 手続補正書
2007.08.24 手続補正書

20

【20】家具，クッション，座布団，まくら，マットレス

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.31 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)
2006.08.04 拒絶査定

16

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 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)
2006.08.08 拒絶査定

16

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
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
【16】紙製包装用，，紙箱

28

【28】ゴルフ用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2005.11.16 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-097989
標準

優先:
2005-098093
標準

ＰＩＬＬＯＷ ＳＯＦＴ＼ピローソフ
通常 2005-099885
ト

瓦墨

応援してきました

アイアンプロテクター

通常:
2005-101084
標準

通常 2005-101087

通常 2005-102758

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

中間記録

16
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2005.11.07 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
14,15,21

42

43

44

45

46

ネオプロダクツ

通常:
2005-103103
標準

貫通石

通常:
2005-103818
標準

トンネル貫通石

メモリーディスプレイ

スゴイヘア

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 拒絶査定

21

21

【21】お守り

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

28

【28】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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.22 手続補正書
2006.05.22 意見書
2006.05.22 手続補足書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶査定
2006.09.01 手続補足書
2007.05.10 登録料納付
［登録］
2007.04.16 登録査定書
2007.05.10 設定納付書
2007.05.29 登録証

10,17,26

【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1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-103819
標準

通常:
2005-104072
標準

通常:
2005-105421
標準

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

中間記録

【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【15】調律機，楽器，演奏補助品，音さ
【21】陶磁器製・クリスタル製又はガラス製の置物，クリスタルガラス製品，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
【21】お守り
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

2008/5/8
13／23

３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

47

48

49

50

商標（見本）

商標

ラジウムコアケット

リニュー

リニューアル

へんしんカード

種別 出願番号

区分

イクイク＼一九一九

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.08 拒絶査定

01,17

【01】化学品，原料プラスチック
【17】ゴム，プラスチック基礎製品

01,17

【01】化学品，原料プラスチック
【17】ゴム，プラスチック基礎製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 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)
2006.08.25 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

16,28

【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，
【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，電気式鉛筆削り，
紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収集用袋，プラ
スチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びそ
の附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，
荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書
画，写真，写真立て
【28】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
【21】重箱，弁当，はし箱，まな板，花瓶，盆，その他この類に属する食器類

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 拒絶査定

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，寝台
【24】かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

通常:
2005-106162
標準

通常:
2005-107013
標準

通常:
2005-107014
標準

通常:
2005-107175
標準

通常 2005-107486

21

52

こう や ぬり＼高野塗

通常 2005-108595

20,24
53

しきふとんべっど

通常:
2005-109458
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】クッション，座布団，まくら，マットレス
【24】かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，肌かけケット，寝具とし
て使用するパット，敷パット

16,28

51

指定商品・役務

20,24
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.17 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)
2006.08.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2005.12.08 手続補正書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.02.15 認定･付加情報
2006.05.12 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))
2006.08.25 拒絶査定

2008/5/8
14／23

３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

54

55

56

57

商標（見本）

商標

集配受渡箱

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.05.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

03,21

【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類，つけまつ毛
【21】化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.22 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)
2006.08.04 拒絶査定

20

【20】プラスチック製の立て看板

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

16

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.08 拒絶査定

【28】おもちゃ，人形，運動用具，釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

通常 2005-109509

ファイバーエッジブラシ＼ＦＩＢＥ
通常 2005-109589
Ｒ ＥＤＧＥ ＢＲＵＳＨ

アドボード

料理通信

おもちゃの総合商社

通常:
2005-110056
標準

通常:
2005-111388
標準

通常:
2005-111406
標準
28

59

ＣＵＳＴＯＭ ＭＯＤＥＬ

通常:
2005-111539
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】輸送を目的とする荷物、封書、手紙の受渡しを目的とした箱

16,28
58

指定商品・役務

20
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.22 拒絶査定

2008/5/8
15／23

３条拒絶（雑貨）２００６．０８.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】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
【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，
【21】植木鉢
【31】木，草，花，盆栽，苗，苗木
【44】植木の貸与，貸与した植木に関する情報の提供，植物に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.12.16 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)
2006.08.11 拒絶査定

05,21

【05】はえ取り紙，はえ駆除剤，こばえ駆除剤，はえ取り用粘着剤
【21】はえ捕獲器

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 手続補正書
2006.06.19 手続補足書
2006.06.19 意見書
2006.07.21 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
2006.09.06 出願取下書

16,41

【16】布片を貼り合わせて創作した絵画，布片を貼り合わせて創作した絵画を主題・内容と 【中間記録情報】
する印刷物
［審査］
2005.12.01 願書
【41】布片を貼り合わせて創作する絵画の教授
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.26 手続補正書
2006.06.26 意見書
2006.06.28 上申書
2006.08.08 拒絶査定

09,28

60

脳力

通常:
2005-111599
標準

21,31,44
61

62

63

ＱＲコード

コバエキャッチャー

裂画（きれが）

通常:
2005-112072
標準

通常 2005-112502

通常:
2005-112964
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］
2005.11.29 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.08 拒絶査定

2008/5/8
16／23

３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
12,20,25

64

赤ちゃん工学

通常:
2005-113155
標準

16
65

磁気ペーパー

豆猫＼まめねこ＼ＭＡＭＥＮＥＫ
通常 2005-113556
Ｏ

16

67

自然不自然の法則

68

ブライト インパクト

【09】ダウンロード可能な携帯電話機用の動画・音楽・ゲームプログラム，ダウンロード可能
なカーナビゲーション用の動画・音楽・ゲームプログラム，ダウンロード可能な携帯情報端
末機用の動画・音楽・ゲームプログラム，測定機械器具，電池，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，眼鏡，電気通信機械器具，レコード，メトロノーム，電子計算機用プ
ログラムを記憶させた記憶媒体及びその周辺機器，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，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた記憶媒
体，その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，スロットマシン，映写フィルム，ス
ライドフィルム，スライドフィルム用マウント，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，その他の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，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させ
た記憶媒体，携帯電話機・携帯電話用ストラップ・携帯電話カバーその他の携帯電話機用
部品又は付属品・モデムその他の電気通信機械器具，その他の家庭用テレビゲームおも
ちゃの部品及び附属品
【16】印刷物，文房具類，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，こんにゃく版
複写機，自動印刷はり付け機，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，紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製
ごみ収集用袋，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロ
ス，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，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣具，昆虫採集用具
【42】ダウンロード可能な電子計算機プログラム及び電子計算機の貸与，電子計算機プロ
【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.05.26 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))
2006.08.25 拒絶査定
2006.11.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【03】歯磨き，化粧品
【21】化粧用具，歯ブラシ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定
2006.11.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2005-113577

03,21
通常:
2005-113770
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］
2005.12.02 願書
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.23 拒絶査定

通常:
2005-113338
標準
09,16,28,42

66

指定商品・役務
【12】車いす，妊婦用シートベルト補助具，自動車用チャイルドシート，その他の自動車並び
にその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，折畳み式
乳母車，その他の乳母車，乳母車の部品及び附属品，人力車，そり，老人用の歩行補助
車，老人用手押し車，その他の手押し車，荷車，馬車，リヤカー
【20】錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・
竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆（金属製のものを除く。），うちわ，せん
す，帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，ハンガーボード，タオル用ディスペン
サー（金属製のものを除く。），家庭用介護ベッド，ベビーベッド，その他のベッド，育児い
す，その他の家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょう
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】文房具
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 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)
2006.08.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2005.12.16 手続補正指令書(出願)
2006.01.13 手続補正書(方式)
2006.02.17 認定･付加情報
2006.02.17 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10,16,41,44

69

手つぼ

通常:
2005-113947
標準

ホームページ

通常:
2005-114602
標準

16
70

28

71

ＳＡＲＡＧＯＳＡ

通常:
2005-114734
標準

16,35,36,37,42

72

リーシング・マネジメント＼Ｌｅａｓ
通常 2005-114887
ｉｎｇ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

73

冠婚葬祭贈答即行画像系図＼
挙式系図＼葬儀系図＼喪系図
通常 2005-115476
＼ほっと安心これで＼ご迷惑か
け?ず

09,16,35

20,24
74

玉 川

通常:
2005-115488
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

【10】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
【中間記録情報】
【16】印刷物，書画，写真，写真立て
［審査］
2005.12.05 願書
【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，電子出版
物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，書画の貸与，写真の撮影
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【44】美容，理容，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 2006.08.22 拒絶査定
り，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，医療用機械器具の貸与
【16】印刷物，出版物，冊子類，カタログ，情報紙
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.25 拒絶査定
【28】釣り具
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.02.27 審査用メモ(実体審査)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
【16】紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック
製ごみ収集用袋，衛生手ふき，型紙，紙製タオル，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプ
キン，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャ
コ，荷札，印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，青写真複写機，あて名印刷機，印刷用インテル，印字用インクリボン，活字，自動印紙
はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，装飾塗工用
ブラシ，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，封ろう，マー
キング用孔開型板，郵便料金計器，輪転謄写機，観賞魚用水槽及びその附属品
【35】インターネットウェブサイトを用いた広告，インターネットウェブサイトの広告用スペース
の提供，その他の広告，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商
品販売に関する情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，インターネット
ウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買に関する契約の媒介，経営の
診断又は経営に関する助言，市場調査，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，求人情
報の提供，競売の運営，トレーディングスタンプの発行，職業のあっせん，輸出入に関する
事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，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，筆耕，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の貸与，自動販売機の貸与
【36】金銭債権の取得及び譲渡，クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算，
資金の貸付け，クレジットカードの発行の取次ぎ又は媒介，クレジットカード発行者に代
わってする会員の募集及びその管理，生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結
の代理，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，
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，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
【09】コンピュータプログラムを記憶してあるＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ，ＤＶＤ及びその周辺機器
【16】印刷物、写真
【35】冠婚葬祭に関する記念品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2005.12.20 手続補正指令書(出願)
2006.01.17 手続補正書(方式)
2006.05.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.10 拒絶査定

【20】家具，クッション，座布団，まくら，マットレス
【24】かや，敷き布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.05.12 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))
2006.08.11 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

75

76

商標（見本）

商標

燻煙染め

燻液染め

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

19,20

【19】木材，建具（金属製のものを除く。）
【中間記録情報】
【20】木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ネームプレート及び標札（金属製のもの ［審査］
2005.12.08 願書
を除く。），家具，ベンチ，額縁，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.15 拒絶査定

19,20

【19】木材，建具（金属製のものを除く。）
【中間記録情報】
【20】木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ネームプレート及び標札（金属製のもの ［審査］
2005.12.08 願書
を除く。），家具，ベンチ，額縁，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.15 拒絶査定

通常 2005-115583

通常 2005-115584

09,14,16,18,20,21,2 【09】携帯電話用のストラップ，コンパクトディスク，録画済みビデオテープ・デジタルビデオ 【中間記録情報】
ディスク
［審査］
4,25,41
77

ＢＵ－１５

通常 2005-116034

28
78

ＡＮＩＥＳ．ＩＭＵＺＡ

通常 2005-116037

09,16,35,37,41,42

79

財務システムＸ

通常 2005-116166

※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。

【14】キーホルダー，ネックレス，ブレスレット，貴金属製バッジ
2005.11.29 願書
【16】シール，文房具，紙製カード，パンフレット，写真集，カレンダー，クリアファイル
2005.12.20 認定･付加情報
【18】かばん類
2006.05.15 職権訂正履歴(職権訂正)
【20】うちわ
2006.05.19 職権訂正通知書(職権訂正)
【21】マグカップ
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【24】タオル
2006.08.25 拒絶査定
【25】シャツ，帽子，リストバンド
【41】書籍・写真集の制作，録画済みビデオテープ・デジタルビデオディスクの貸与，レコー
【28】おもちゃ，人形
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム
【中間記録情報】
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類
［審査］
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供（インターネットの 2005.12.12 願書
ホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む），インターネットのホーム 2005.12.14 認定･付加情報
ページを利用した商品の販売に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供，広告，財
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
務書類の作成または監査もしくは証明，会計事務所（公認会計士・税理士）のあっせん，会 第4条1項11号)
計事務に関する助言・情報の提供
2006.08.24 拒絶査定
【37】電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，民生用電
気機械器具の修理又は保守
【41】電子計算機の操作方法についての知識の教授，電子出版物の提供，録画済み磁気
ディスクの貸与
【42】電子計算機用プログラムの提供（インターネットを利用した電子計算機用プログラム
の提供を含む），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，データ保護に関する電
子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，コンピュータソフトウェアの性能・操作
方法等に関する紹介及び説明，コンピュータの操作方法及び利用方法の説明と助言，電
子計算機用データの保管のためのウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与，ウェ
ブサイトの作成又は保守，データ保管するサーバーコンピュータの貸与，インターネットに
接続するためのコンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定に関する助言及び指
導，コンピュータソフトウェアのインストールに関する助言及び指導

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

2008/5/8
19／23

３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,37,41,42

80

財務システムＸ

通常 2005-116167

09,16,35,37,41,42

81

財務システムＸ

通常 2005-116168

09,16,35,37,41,42

82

システムＸ

通常 2005-116169

※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】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供（インターネットの
ホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む），インターネットのホーム
ページを利用した商品の販売に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供，広告，財
務書類の作成または監査もしくは証明，会計事務所（公認会計士・税理士）のあっせん，会
計事務に関する助言・情報の提供
【37】電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，民生用電
気機械器具の修理又は保守
【41】電子計算機の操作方法についての知識の教授，電子出版物の提供，録画済み磁気
ディスクの貸与
【42】電子計算機用プログラムの提供（インターネットを利用した電子計算機用プログラム
の提供を含む），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，データ保護に関する電
子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，コンピュータソフトウェアの性能・操作
方法等に関する紹介及び説明，コンピュータの操作方法及び利用方法の説明と助言，電
子計算機用データの保管のためのウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与，ウェ
ブサイトの作成又は保守，データ保管するサーバーコンピュータの貸与，インターネットに
接続するためのコンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定に関する助言及び指
導，コンピュータソフトウェアのインストールに関する助言及び指導
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供（インターネットの
ホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む），インターネットのホーム
ページを利用した商品の販売に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供，広告，財
務書類の作成，会計事務所（公認会計士・税理士）のあっせん，会計事務に関する助言・
情報の提供
【37】電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，民生用電
気機械器具の修理又は保守
【41】電子計算機の操作方法についての知識の教授，電子出版物の提供，録画済み磁気
ディスクの貸与
【42】電子計算機用プログラムの提供（インターネットを利用した電子計算機用プログラム
の提供を含む），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，データ保護に関する電
子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，コンピュータソフトウェアの性能・操作
方法等に関する紹介及び説明，コンピュータの操作方法及び利用方法の説明と助言，電
子計算機用データの保管のためのウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与，ウェ
ブサイトの作成又は保守，データ保管するサーバーコンピュータの貸与，インターネットに
接続するためのコンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定に関する助言及び指
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供（インターネットの
ホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む），インターネットのホーム
ページを利用した商品の販売に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供，広告，財
務書類の作成または監査もしくは証明，会計事務所（公認会計士・税理士）のあっせん，会
計事務に関する助言・情報の提供
【37】電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，民生用電
気機械器具の修理又は保守
【41】電子計算機の操作方法についての知識の教授，電子出版物の提供，録画済み磁気
ディスクの貸与
【42】電子計算機用プログラムの提供（インターネットを利用した電子計算機用プログラム
の提供を含む），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，データ保護に関する電
子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，コンピュータソフトウェアの性能・操作
方法等に関する紹介及び説明，コンピュータの操作方法及び利用方法の説明と助言，電
子計算機用データの保管のためのウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与，ウェ
ブサイトの作成又は保守，データ保管するサーバーコンピュータの貸与，インターネットに
接続するためのコンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定に関する助言及び指
導，コンピュータソフトウェアのインストールに関する助言及び指導
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.06 手続補正書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.06 意見書
2006.08.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.24 拒絶査定
2007.09.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/5/8
20／23

３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16

83

ダイビングギア ドットコム

通常 2005-116646

16,18,20

84

メモレット

通常:
2005-116774
標準

16

85

カードゲームホルダー

通常:
2005-116951
標準

16
86

立体商標

指定商品・役務
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，新聞，雑誌，カタログ，パンフレット，書画，写真，写真立て
【16】紙製簡易買物袋，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，青写真複写機，あて名印刷
機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん
機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断
機，郵便料金計器，輪転謄写機，電気式鉛筆削り，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，
家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，紙製のぼ
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，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，トレーディングカード，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】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
【20】養蜂用巣箱，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，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，人工池，揺りかご，幼児用歩行器，スリーピングバッグ，額
【16】写真集，出版物，書籍，雑誌，絵はがき，フリーペーパー，カタログ，ハンドブック，ガイ
ドブック，プログラム（印刷物に属するものに限る。），カレンダー，ゲーム用マニュアル書，
トレーディングカード，コレクションカード，パンフレット，ポスター，画集，楽譜，歌集，詩集，
事典，辞典，図鑑，単行本，地図，日記帳，文庫本，漫画，新聞，印刷物，紙製バッチ，ア
ルバム，カード，ポストカード，紙製シール，スケッチブック，ノート，ステッカー，メモ帳，付
箋，ラベル，ルーズリーフ用紙，移動体電話機用装飾シール，手帳，便せん，封筒，紙製文
房具，ボールペン，ボールペンの替芯，シャープペンシル，シャープペンシルの替芯，ペン，
鉛筆，色鉛筆，消しゴム，キャップ，万年筆，筆記用具，クレヨン，絵画用材料，スタンプ，ク
リアファイル，バインダー，ファイル，クリップ，ペンケース，ホッチキス，ルーズリーフ，ゴム
印，印鑑，下敷き，文房具用又は家庭用の粘着テープ，文房具類，事務用又は家庭用の
のり及び接着剤，封ろう，活字，青写真複写機，あて名印刷機，タイプライター，謄写版，凸
版複写機，電気式又は非電気式鉛筆削り器，紙箱，紙袋，紙製包装容器，型紙，紙製のぼ
り，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手拭き，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
【16】紙類，文房具類

通常:
2005-117022
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。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.28 拒絶査定
2006.08.31 手続補足書
2007.03.16 登録料納付
2007.06.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.03.05 登録査定書
2007.03.16 設定納付書
2007.04.17 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.15 出願人名義変更届(一般承継)
2006.07.04 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．０８.xls
No.

87

88

89

90

商標（見本）

商標

ソリッドナノカーボン＼ＳＯＬＩＤ
ＮＡＮＯ ＣＡＲＢＯＮ

立体商標

スケナイ

ごちそうばなし

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

28

【28】カーボンを含有してなるスキーワックス，カーボンを含有してなるおもちゃ，カーボンを 【中間記録情報】
［審査］
含有してなる人形，カーボンを含有してなる運動用具，カーボンを含有してなる釣り具
2005.12.13 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 手続補正書
2006.07.21 意見書
2006.07.24 手続補足書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶査定

16

【16】筆記用具のクリップ，筆記用具

16

【16】紙類，文房具類，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 【中間記録情報】
［審査］
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
2005.12.26 願書
旗，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，
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，印刷物，書画，写真，写真立て
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

16

【16】印刷物

通常 2005-117055

通常:
2005-120679
立体

通常 2005-121085

通常 2005-121701

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.01.31 優先権証明請求書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

07,09,11,12,20,36,3 【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】
7,38,41,42,43,44,45 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］

91

独創を、みんなのものに

通常:
2006-002086
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，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
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
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，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，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，電機ブラシ
【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
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2006.01.13 願書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.01 意見書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

2008/5/8
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No.

92

93

94

商標（見本）

商標

ＳＡＬＥＳＰＲＯＭＯＴＩＯＮＳＨＯＷ

セールスプロモーションショー

ＷＷ

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］
2006.01.17 願書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.21 意見書
2006.08.22 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定

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］
2006.01.17 願書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.21 意見書
2006.08.22 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定

03,08,09,16,20,21,2
4,26,28,29,30,32,33,
34

【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］
2006.02.13 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，香水，その他
の化粧品，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 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
づめ，つけまつ毛
2006.08.02 意見書
2006.08.25 拒絶査定
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ
り及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），か
つお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チー
ズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイ
ロン（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち
工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具
に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュ
アセット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【09】携帯電話機用カバー，携帯電話機の専用ケース，携帯電話機用ストラップ，その他の
電気通信機械器具，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別
用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイ
ムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，
郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬
貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装
置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物
の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用
テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能

通常:
2006-002666
標準

通常:
2006-002669
標準

通常 2006-011729

※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）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,08,09,16,20,21,2
4,26,28,29,30,32,33,
34

95

Ｗ２

通常 2006-011730

19,20

96

プレミアムレザー

通常:
2006-020432
標準

指定商品・役務

09,14,16,18,24,25,4 【09】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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2

97

ＮＥＲＶ＼ネルフ

分割 2006-038234

※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】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］
2006.02.13 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，香水，その他
の化粧品，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 2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
づめ，つけまつ毛
2006.08.02 意見書
2006.08.25 拒絶査定
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそ 2007.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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】携帯電話機用カバー，携帯電話機の専用ケース，携帯電話機用ストラップ，その他の
電気通信機械器具，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断
機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別
用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイ
ムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，
郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬
貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装
置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物
の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用
テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専 【中間記録情報】
用材料，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用 ［審査］
材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），木材，建具（金属製のものを除く。）
2006.03.08 願書
2006.03.14 認定･付加情報
【20】家具
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.27 意見書
2006.08.29 拒絶査定

ビデオディスク及びビデオテープ
2006.04.25 願書
【14】貴金属製コンパクト
2006.05.01 認定･付加情報
【16】紙製幼児用おしめ，文房具類，印刷物，写真，写真立て
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【18】携帯用化粧道具入れ
号)
【24】布製ラベル
2006.08.11 拒絶査定
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，耳覆い，ずきん，すげが
さ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子
【42】電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供
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