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３条拒絶査定速報レポート
※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。
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No.

商標（見本）

1

2

3

4

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【28】大腿部トレーニング用具

【中間記録情報】
［審査］
2003.07.22 願書
2004.02.09 出願人名義変更届
2004.02.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2004.02.09 手続補足書
2004.04.02 認定･付加情報
2004.04.30 期間延長請求書
2004.06.08 手続補正書
2004.06.08 意見書
2004.06.10 手続補足書
2004.07.13 認定･付加情報
2004.08.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.02.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.09.21 意見書
2005.09.21 手続補足書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.03.15 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.09.04 拒絶査定

16

【16】書籍，パンフレット，その他の印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2004.10.06 願書
2005.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.09 期間延長請求書
2005.09.08 意見書
2006.09.04 拒絶査定
2007.02.08 手続補正書(方式)
2007.10.09 登録料納付
［登録］
2007.10.01 登録査定書
2007.10.09 設定納付書
2007.10.30 登録証

20

【20】すだれ

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.04 願書
2005.02.24 認定･付加情報
2005.09.09 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2005.10.17 意見書
2005.10.17 認定･付加情報
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))
2006.07.05 意見書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.07.07 手続補足書
2006.08.04 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶査定

21

【21】化粧用具（「電気式ハブラシ」を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.14 願書
2005.02.14 認定･付加情報
2005.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

ＬＡＴＥＲＡＬ ＴＨＩＧＨ ＴＲＡＩＮＥ
通常 2003-060846
Ｒ

読む禁煙＼ヨムキンエン＼ＹＯ
通常 2004-091848
ＭＵ Ｋｉｎｅｎ

湘南すだれ

ポイントケア

通常:
2005-009121
標準

通常:
2005-011445
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.

商標（見本）

5

6

7

商標

スーパーソル

エコハンガー

ＬＡＤＹ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【01】植物成長調製剤類，発泡ガラス製の植物生育用人工土壌，その他の植物生育用人 【中間記録情報】
工土壌，吸着剤
［審査］
2005.02.24 願書
【11】汚水浄化槽用発泡ガラス製ろ材，し尿処理槽用発泡ガラス製ろ材，浄水装置用発泡
ガラス製ろ材
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【19】粉状又は塊状の発泡ガラス製建築用又は構築用の専用材料，土砂崩壊防止用植生 条1項11号を除く))
板，建築用ガラス，鉱物性基礎材料，発泡ガラス製建築用断熱材，コンクリート骨材，水捌 2005.11.30 手続補正書
け用発泡ガラス製土壌改良材，保水用発泡ガラス製土壌改良材，粉状発泡ガラスと土壌
2005.11.30 手続補足書
の混合粉から成るビルなどの屋上又は屋内の緑化基盤材
2005.11.30 意見書
【21】ガラス基礎製品（建築用のものを除く）
2006.01.05 認定･付加情報
2006.06.02 手続補正指示書(審査官)
2006.06.09 手続補正書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.08.09 手続補正書
2006.08.09 意見書
2006.09.15 拒絶査定

20

【20】プラスチック製・木製・金属製の被服用ハンガー

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.07 願書
2005.05.06 手続補正指令書(出願)
2005.08.26 通知書(却下処分前通知)
2005.09.13 再送
2005.10.04 再送
2005.12.07 手続補正書(方式)
2006.01.17 認定･付加情報
2006.01.17 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.05.23 再送
2006.09.29 拒絶査定

28

【28】おもちゃ，人形，運動用具，釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.07 願書
2005.03.07 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.26 意見書
2006.05.26 代理人受任届
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定

通常:
2005-015588
標準

通常:
2005-019173
標準

通常 2005-019229

※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

01,11,19,21
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No.

商標（見本）

8

商標

新しい何かがある。

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

09,16,28,35,36,37,3
8,39,40,41,42,43,44,
45

【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
器，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，
ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，家庭用テレビゲーム
おもちゃ，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，ダウンロード可能な音楽，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，ダウン
ロード可能な映像及び画像，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，
【09】レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映
写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済ビデオディスク及びビデ
オテープ，眼鏡，電子出版物
【14】キーホルダー，身飾品，時計
【16】文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】家具
【24】布製身の回り品
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊服，運動用
特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの
企画・運営又は開催，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・放送用番組・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。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演
芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具
の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，
ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁
気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機
械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸

通常:
2005-022096
標準

09,14,16,20,24,25,4
1

9

ＰＡＲＡＤＩＳＥＧＯ！ＧＯ！

通常 2005-027646

※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］
2005.03.14 願書
2005.03.14 認定･付加情報
2005.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.24 上申書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.30 願書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.08.09 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))
2005.09.20 意見書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定
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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

中間記録

09,14,16,20,24,25,4 【09】レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映 【中間記録情報】
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，録画済ビデオディスク及びビデ ［審査］
1

10

清木場俊介

通常:
2005-027652
標準

09,14,16,20,24,25,4
1

11

ＲＡＴＨＥＲ ＵＮＩＱＵＥ

通常:
2005-027653
標準

28
12

ジョグシャトル＼ＪｏｇＳｈｕｔｔｌｅ

オテープ，眼鏡，電子出版物
【14】キーホルダー，身飾品，時計
【16】文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】家具
【24】布製身の回り品
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊服，運動用
特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの
企画・運営又は開催，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・放送用番組・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。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演
芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具
の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，
ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁
気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機
械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸
【09】レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映
写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済ビデオディスク及びビデ
オテープ，眼鏡，電子出版物
【14】キーホルダー，身飾品，時計
【16】文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】家具
【24】布製身の回り品
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊服，運動用
特殊靴（「乗馬靴」を除く。）
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの
企画・運営又は開催，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・放送用番組・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。），音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演
芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具
の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，
ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁
気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機
械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸
【28】遊戯用器具

通常 2005-044536

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

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

2005.03.30 願書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.08.09 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))
2005.09.20 意見書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.30 願書
2005.03.31 認定･付加情報
2005.08.09 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))
2005.09.20 意見書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 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)
2006.09.01 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
19,20

13

パネルフレーム

指定商品・役務
【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料
【20】家具

通常:
2005-050692
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.07 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.05 手続補正書
2006.04.05 手続補正書
2006.04.05 意見書
2006.04.05 意見書
2006.05.26 通知書(再提出通知)
2006.05.26 通知書(再提出通知)
2006.09.01 拒絶査定

09,16,20,21,36,41,4 【09】宗教を題材とした録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ（音声 【中間記録情報】
と画像）
［審査］
5
14

幸せの家庭

【16】宗教を題材とした印刷物
【20】家具，葬祭用具
【21】食器類（金属製のものを除く），清掃用具及び洗濯用具，化粧用具
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買代理又は媒介，
建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地
の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
【41】宗教に関する教義・経典・知識・思想の教授，宗教教育
【45】宗教集会の運営，結婚式の開催，葬儀の執行
【10】医療用サポーター
【25】靴下，保温用サポーター
【28】サポーター

2005.06.06 願書
2005.06.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.01 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.09 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))
2006.09.08 拒絶査定

20

【20】額縁，せんす，うちわ，ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），石こう製彫
刻，プラスチック製彫刻，木製彫刻

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.28 願書
2005.08.09 手続補正指令書(出願)
2005.09.05 手続補正書(方式)
2005.10.04 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.23 意見書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.09.08 拒絶査定

21

【21】化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 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)
2006.09.01 拒絶査定

通常:
2005-054557
標準

10,25,28

15

16

17

最適着圧

ＯＡＺＯ＼オアゾ

ｂｌａｃｋ ｍａｋｅ ｕｐ ｐｕｆｆ＼ブ
ラックメークアップパフ

通常:
2005-057930
標準

通常 2005-058571

通常 2005-061544

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.27 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.03 手続補正書
2006.02.03 意見書
2006.09.15 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

18

19

20

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.14 意見書
2006.03.14 手続補足書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

09,28,41

【09】携帯電話機，携帯情報端末装置
【28】携帯用電子ゲームおもちゃ
【41】インターネットを通じて行う対話式の質問応答ゲームの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2005.08.16 優先権証明書提出書
2005.09.13 認定･付加情報
2006.04.26 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))
2006.09.13 拒絶査定

01,03,05,06,07,09,1
0,11,12,16,17,19,20,
21,36,37,41,42

【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 【中間記録情報】
料，写真材料，試験紙，人工甘味料，原料プラスチック，感光剤・溶剤及び樹脂を含有して ［審査］
なる液状フォトレジスト
2005.08.22 願書
【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， 2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
のり，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類
2006.04.03 手続補正書
【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， 2006.04.03 意見書
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， 2006.09.13 拒絶査定
胸当てパッド，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙
2006.10.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【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
ラバーサー，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製道路標識（発光式又は機
械式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，金属製金具，金属製包装用容
器，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製家庭用水槽，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，アイゼン，カラビナ，ハーケン，
金属製飛び込み台
【07】土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械
器具，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く。），栽培機械器具，収穫機械器
具，植物粗製繊維加工機械器具，飼料圧搾機，飼料裁断機，飼料配合機，飼料粉砕機，
塗装機械器具，包装用機械器具，プラスチック加工機械器具，家庭用食器洗浄機，家庭用
電気式ワックス磨き機，家庭用電気洗濯機，家庭用電気掃除機，電気ミキサー，乗物用洗
浄機，軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，バルブ，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，電機
ブラシ
【09】耳栓，オゾン発生器，電解槽，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

ボタニカルズレメディー＼Ｂｏｔａ
通常 2005-062609
ｎｉｃａｌｓｒｅｍｅｄｙ

ＴＨＥ ＮＥＵＲＡＬ－ＮＥＴ ＯＮ
ＴＨＥ ＩＮＴＥＲＮＥＴ

自然に学ぶものづくり

優先 2005-067887

通常:
2005-078098
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

16,29,30
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３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

21

22

商標（見本）

商標

ＳＥＸ ＡＮＤ ＴＨＥ ＣＩＴＹ

§Ｔｈｅ Ｓｏｐｒａｎｏｓ

種別 出願番号

区分

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

中間記録

【09】録音済みオーディオテープ，録画済みビデオテープ，録音・録画済みコンパクトディス 【中間記録情報】
ク，録音・録画済みＤＶＤ，マルチメディア用コンピュータソフトウエアを記憶させたＣＤ－ＲＯ ［審査］
Ｍ，コンピュータ用ゲームプログラム及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶 2005.09.14 願書
させた磁気テープ，コンピュータ用ゲームプログラム及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プ 2005.10.06 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ログラムを記憶させた磁気ディスク，コンピュータ用ゲームプログラム及び家庭用テレビ
ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させたカセットテープ，コンピュータ用ゲームプログラム 条1項11号を除く))
及び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ＲＯＭカートリッジ，コンピュー 2006.06.19 期間延長請求書
タ用ゲームプログラム及び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ＣＤ－Ｒ 2006.07.14 手続補正指令書(中間書類)
ＯＭ，コンピュータ用ゲームプログラム及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，イン 2006.07.18 手続補正書
タラクティブ家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム及びコンピュータ用プログラムを記憶 2006.07.18 意見書
させたＲＯＭカートリッジ，送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃのゲームプログ 2006.07.18 認定･付加情報
ラムを記憶させた電子回路，パソコン及び携帯無線端末にダウンロード可能なテレビドラマ 2006.07.18 認定･付加情報
シリーズの内容及びこれに関連した内容についての記録済みの音声・映像・文字・画像
2006.07.20 手続補足書
【28】送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
2006.08.02 手続補正書(方式)
【41】放映中のテレビドラマシリーズに関連した娯楽の提供，その他の娯楽の提供，電子出 2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
版物の提供，図書及び記録の供覧，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 2006.09.29 拒絶査定
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，書籍の制作，映 2007.02.13 手続補正書(方式)
2007.02.13 手続補正書
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
2007.02.13 代理人辞任届
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
2007.04.19 手続補正書
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
2007.04.19 上申書
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・ 2007.07.30 登録料納付
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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・ ［登録］
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 2007.07.02 登録査定書
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 2007.07.30 設定納付書
2007.09.04 登録証

09,28,41

【09】録音済みの磁気テープ，録画済みのビデオテープ・ＤＶＤ，録音済みのコンパクトディ 【中間記録情報】
［審査］
スク，マルチメディア用コンピュータソフトウェアを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，家庭用テレビ
2005.09.14 願書
ゲームおもちゃのプログラムを記憶させた磁気テープ，コンピュータ用ゲームプログラムを
記憶させた磁気テープ，家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させた磁気ディス 2005.10.06 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ク，コンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた磁気ディスク，家庭用テレビゲームおも
ちゃのプログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスクカセット，コンピュータ用ゲームプ 条1項11号を除く))
ログラムを記憶させた磁気ディスクカセット，家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記 2006.06.19 期間延長請求書
2006.07.14 手続補正指令書(中間書類)
憶させた磁気テープ・磁気ディスクカートリッジ，コンピュータ用ゲームプログラムを記憶さ
せた磁気ディスクカートリッジ，家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶させたＣＤ 2006.07.18 手続補正書
2006.07.18 意見書
－ＲＯＭ，コンピュータ用ゲームプログラムを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な
2006.07.18 認定･付加情報
家庭用テレビゲームおもちゃのプログラム，ダウンロード可能なコンピュータ用ゲームプロ
グラム，双方向家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させた磁気ディスク 2006.07.18 認定･付加情報
2006.07.20 手続補足書
カートリッジ，双方向コンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた磁気ディスクカートリッ
ジ，フォーマット用の画像を記憶した磁気記憶媒体，送受信機能付き携帯用液晶画面ゲー 2006.08.02 手続補正書(方式)
ムおもちゃのゲームプログラムを記憶させた電子回路，ダウンロード可能な携帯電話の呼 2006.08.30 認定･付加情報
び出し音，ダウンロード可能な画像，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な音楽・映 2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.31 認定･付加情報
像，ダウンロード可能な映画・音楽の一部領域の画像・音声，ダウンロード可能なアニメー
2006.09.29 拒絶査定
ション画像，テレビドラマシリーズに関連するダウンロード可能な音楽・音声・テキストデー
2007.02.13 手続補正書(方式)
タ・画像，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， 2007.02.13 代理人辞任届
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， 2007.02.13 手続補正書
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 2007.02.28 手続補正書
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 2007.02.28 上申書
2007.03.14 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 2007.10.04 登録料納付
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， 2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【28】送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
2008.01.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【41】放映中のテレビドラマシリーズに関連した娯楽の提供，その他の娯楽の提供，当せん金［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.10.04 設定納付書
2007.11.13 登録証

通常 2005-086202

通常 2005-086203

指定商品・役務

09,28,41
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No.

23

24

25

26

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

01,02,04,05,06,07,0
9,10,11,16,17,19,20,
21,24,27,29,30,35,3
6,37,39,41,42

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.01 手続補正書
2006.05.01 意見書
2006.09.05 拒絶査定
2006.10.05 手続補足書
2007.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16

【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
【02】カナダバルサム，壁紙剥離剤，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマー
ル，媒染剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の具，防錆
グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印
刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろう
そく
【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，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【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
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
製セメント製品製造用型枠，滑車，ばね，バルブ，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，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製包装
用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，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
【16】印刷物，書画，写真

16

【16】文書用シュレッダー（事務用のもの）

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.20 期間延長請求書
2006.08.18 意見書
2006.09.22 拒絶査定

16

【16】紙製手ふき

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 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)
2006.09.08 拒絶査定

Ｇｏｏｄ Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ ｆｏｒ Ｔｏｍ 通常:
2005-091155
ｏｒｒｏｗ
標準

ウォールプランツ

通常:
2005-092064
標準

ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ’Ｓ ＴＯＵＧＨＥ
通常 2005-092925
ＳＴ ＳＨＲＥＤＤＥＲＳ

コインティッシュ＼ＣＯＩＮＴＩＳＳＵ
通常 2005-093224
Ｅ

※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］
2005.10.03 願書
2005.10.03 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定
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No.

27

28

29

商標（見本）

商標

伊太利亜菜

ライティングシート

Ｘ３６０

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2005.12.08 手続補正書(方式)
2005.12.08 手続補正書(方式)
2006.03.03 通知書(再提出通知)
2006.03.08 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

16

【16】フィルム状のシートに帯静電効果を持たせ、そのシートを壁面等に静電気により貼り
付けて簡単にホワイトボードとしての使用を可能にしたシート

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 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)
2006.09.08 拒絶査定

09,16,41

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，写真機械器具，映画機械器
具，光学機械器具，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，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
【16】印刷物
【41】コンピュータネットワーク及びグローバルコンピュータネットワークを利用した双方向型
マルチプレーヤーゲームサービスの提供を含む娯楽の提供，コンピュータネットワーク及び
グローバルコンピュータネットワークを利用してアクセス・プレイ・ダウンロードされるコン
ピュータゲーム及びビデオゲームの提供，ビデオゲーム及びコンピュータゲーム産業並び
にビデオゲーム・コンピュータゲーム・関連製品に関する情報の提供，ビデオゲームプレー
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，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，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
【14】身飾品，キーホルダー，貴金属，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう
入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入
れ，貴金属製針箱，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，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原石
並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【20】アドバルーン，木製又はプラスチック製の立て看板，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，海泡石，こはく，荷役用パレット（金属
製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用いす，理髪店用いす，プラスチック製バルブ（機
械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金属製又は石製のものを除く。），輸送用コンテ
ナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさ
び・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及
びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は
金属製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，麦わらさなだ，木製・竹製又

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.19 期間延長請求書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶査定

通常 2005-093232

通常 2005-093237

通常:
2005-093890
標準

ペーパーライト＼ＰＡＰＥＲＬＩＧＨ
通常 2005-094144
Ｔ

※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】野菜

11,14,20

30

指定商品・役務

21
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.07 願書
2005.10.07 認定･付加情報
2005.10.24 出願人名義変更届
2005.10.24 手続補足書
2005.11.25 認定･付加情報
2005.11.28 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)
2006.04.21 意見書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定
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No.

31

32

33

34

35

36

商標（見本）

商標

ＳＵＰＥＲ＼ＣＬＥＡＮ

クリニカルＶＥ

３Ｄフィット＼３ＤＦｉｔ

九州観光マスター検定試験

スチームパック

苔枯山水

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【21】ペット用のトイレ砂

09,16

【09】映写フィルム，スライドフィルム，録音又は録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ 【中間記録情報】
－ＲＯＭ及びＤＶＤ，電子出版物
［審査］
2005.09.28 願書
【16】印刷物
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.12 意見書
2006.06.16 認定･付加情報
2006.09.01 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+第4条1
項16号)
2006.05.15 意見書
2006.05.15 手続補足書
2006.05.15 代理人選任届
2006.06.12 認定･付加情報
2006.06.12 認定･付加情報
2006.06.12 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定
2006.10.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定
2007.01.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16,29,30

【16】食品包装用プラスチック袋
【中間記録情報】
【29】冷凍果実，肉製品，加工水産物，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆， ［審査］
加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，冷凍野菜，加工野菜及び加工果実
2005.10.31 願書
【30】穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハン 2005.11.01 認定･付加情報
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，米，脱穀済みのえん麦，脱穀 2005.11.30 代理権変更届
2005.12.01 認定･付加情報
済みの大麦，食用粉類
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

16

【16】印刷物，紙類，文房具類，書画，写真，写真立て

通常 2005-094526

通常 2005-094792

通常 2005-098561

分割:
2005-099717
標準

通常:
2005-102077
標準

通常 2005-103232

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

中間記録

21
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.10.17 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.17 意見書
2006.09.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 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)
2006.09.01 拒絶査定
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No.

37

38

39

40

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

Ｎｅｏ

テニフィット

中間記録

【09】コンピュータソフトウェア，コンピュータプログラム用記録済み磁気カード，その他の電
子応用機械器具及びその部品
【16】カード，印刷物
【35】商品のキャンペーンの企画及び運営又は開催，商品の販売促進又は役務の提供促
進のための企画及び運営又は開催，商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクー
ポン若しくはポイントの発行・管理・精算及びそれらに関する情報の提供，マーケティング事
業の経営の診断及び指導又は助言及びそれらに関する情報の提供，商品の販売促進又
は役務の提供促進のための顧客の管理，広告宣伝販売促進事務の代行

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2006.04.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.04 拒絶査定

20,39

【20】貯蔵槽類（金属製又は石製のものを除く。）
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.07 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.12 拒絶査定

21

【21】化粧用具（「電気式ハブラシ」を除く。），デンタルフロス

21

【21】化粧用具（「電気式ハブラシ」を除く。），デンタルフロス

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.07 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)
2006.07.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.08 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 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+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

ＧＯＩＮＧ ＦＵＲＴＨＥＲ ＴＯ ＧＩ
通常 2005-103488
ＶＥ ＹＯＵ ＭＯＲＥ

ソフトタンク

指定商品・役務

09,16,35

通常:
2005-104023
標準

通常:
2005-104027
標準

通常:
2005-104028
標準

09,16,30,32,35,36,3 【09】写真複写機，自動販売機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信 【中間記録情報】
機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶 ［審査］
8,39,41,43

41

お酒が飲めない人

通常:
2005-104883
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。

画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシ
ン，レコード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－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，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，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電子出版物，コンピュータ
ネットワークを通じてダウンロード可能な画像及び映像，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，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能
な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，コンピュータネットワークを通じてダウンロー
ド可能な電子計算機用ゲームプログラム，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，ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラ
ム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な電子計算機用プログラム，ダウンロード
可能な電子出版物
【16】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，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，
紙製手ふき，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
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイスク
リームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょう
ざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，
ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，調理済みのうどん・そば・そうめん・中華そば・スパゲ
ティ・マカロニ，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
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2005.10.25 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.01.31 認定･付加情報
2006.02.03 認定情報通知書
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))
2006.09.01 拒絶査定
2007.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/6/3
13／31

３条拒絶（雑貨）２００６．０９.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

【16】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，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，
紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙
類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【35】広告，広告媒体の企画，広告媒体の制作，ポスター及びチラシの作成，広告物の頒
布，広告文又は企業広告用コマーシャルフィルムの作成，広告に関するスローガンの作
成，新聞広告に関する情報の提供，看板による広告，成果報酬型バナー広告に基づく商
品売買取引記録の集計・管理，書籍の販売に関する情報・新商品の販売に関する情報・そ
の他商品の販売に関する情報の提供，電子計算機端末による通信を利用した書籍の販売
に関する情報の提供，セールスプロモーション広告の企画，プロモーションビデオの企画・
製作，商品の展示即売会の企画・運営又は開催，一品制作でない美術品・一品制作でな
い絵画・一品制作でない工芸品・古物・室内装飾品・屋外装飾品の販売に関する情報の提
供，展示会の受付け，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，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる
事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，求人情報
の提供，自動販売機の貸与，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，企業に関する情報の提供，職業の適性に関する助言，職業適性検査，商
品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポンの発行及び管理，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，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，職業のあっせんに関する情報の
提供，一般事務の代行，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，
通信教育講座の入会契約における事務処理に関する情報の提供，通信教育講座の入会
契約における事務処理代行に関する情報の提供，通信教育講座の入会契約に関する事
【15】大正琴

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.01.31 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.01 拒絶査定
2006.12.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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，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，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。），風
鈴，香炉

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.11.10 手続補足書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 意見書
2006.07.18 手続補足書
2006.08.16 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶査定

20

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.12 拒絶査定

16,35,41,43

42

ティーソムリエ

通常:
2005-104885
標準

15

43

44

45

アコースティック大正琴

ＨＯＭＥ ＭＡＤＥ ＳＴＹＬＥ

綿実炭

通常:
2005-105008
標準

通常 2005-105746

通常 2005-105755

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.09 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定
2006.09.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/6/3
14／31

３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
21,29

46

図形商標

通常 2005-107907

03,16,41
47

無花果の顔

通常:
2005-108083
標準
09,16,35,42

48

Ｑ・ＢＯＯＫ

通常:
2005-108760
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

【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，マグカップ（貴金属製のものを除く。），その他の食器類（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，靴磨き布，軽便靴クリーナー，シューツリー，コッ
フェル，ブラシ用豚毛
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
【03】せっけん類，香料類，化粧品，歯磨き
【16】印刷物，書画，写真，文房具類
【41】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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.11.17 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 拒絶査定

【09】電子計算機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・ＲＯＭ
カートリッジ・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，ダ
ウンロード可能な電子計算機用プログラム，その他の電子計算機用プログラム，電子計算
機（中央処理装置及びその他の周辺機器を含む。），その他の電子応用機械器具及びそ
の部品，ダウンロード可能な音楽，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，その
他の録音済み記録媒体，ダウンロード可能な映像・画像（ダウンロード可能な壁紙を含
む。），録画済みビデオディスク及びビデオテープ，その他の録画済み記録媒体，ダウン
ロード可能な電子出版物，電子書籍・電子雑誌・電子カタログその他の電子出版物，電気
通信機械器具
【16】紙類，文房具類，書籍その他の印刷物，書画，写真，写真立て
【35】インターネットによる広告の代理及びこれに関する情報の提供，その他の広告及びこ
れに関する情報の提供，インターネット上での広告スペースの提供及びこれに関する情報
の提供，インターネット・電子メールを介しての市場調査及びこれらに関する情報の提供，
その他の市場調査及びこれに関する情報の提供，インターネット・電子メールを介しての経
営の診断及び指導及びこれらに関する情報の提供，その他の経営の診断及び指導及びこ
れらに関する情報の提供，インターネット・電子メールを介しての商品の販売に関する情報
の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，中古車その他の商品の売買契約の
媒介・代理・取次ぎ及びこれらに関する情報の提供
【42】インターネットにおけるホームページの作成及びこれに関する情報の提供，ポータル
サイトその他のインターネットへの接続に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュー
タプログラムその他のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情
報の提供，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸及びこれに関する情報の
提供，インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する情報の提供，ポータル
サイトその他のインターネットへの接続に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュー

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.22 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 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)
2006.09.08 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,42

49

ＱＢＯＯＫ

51

52

ファーストブロック

温泉浴マットレス

福茶碗

20

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 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)
2006.09.08 拒絶査定

21

【21】茶碗の形をした合格祈願用のお守り

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

通常:
2005-108761
標準

通常:
2005-109771
標準

通常:
2005-111085
標準

通常 2005-111107

※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］
2005.11.18 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.22 拒絶査定

28

50

指定商品・役務
【09】電子計算機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・ＲＯＭ
カートリッジ・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，ダ
ウンロード可能な電子計算機用プログラム，その他の電子計算機用プログラム，電子計算
機（中央処理装置及びその他の周辺機器を含む。），その他の電子応用機械器具及びそ
の部品，ダウンロード可能な音楽，録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，その
他の録音済み記録媒体，ダウンロード可能な映像・画像（ダウンロード可能な壁紙を含
む。），録画済みビデオディスク及びビデオテープ，その他の録画済み記録媒体，ダウン
ロード可能な電子出版物，電子書籍・電子雑誌・電子カタログその他の電子出版物，電気
通信機械器具
【16】紙類，文房具類，書籍その他の印刷物，書画，写真，写真立て
【35】インターネットによる広告の代理及びこれに関する情報の提供，その他の広告及びこ
れに関する情報の提供，インターネット上での広告スペースの提供及びこれに関する情報
の提供，インターネット・電子メールを介しての市場調査及びこれらに関する情報の提供，
その他の市場調査及びこれに関する情報の提供，インターネット・電子メールを介しての経
営の診断及び指導及びこれらに関する情報の提供，その他の経営の診断及び指導及びこ
れらに関する情報の提供，インターネット・電子メールを介しての商品の販売に関する情報
の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，中古車その他の商品の売買契約の
媒介・代理・取次ぎ及びこれらに関する情報の提供
【42】インターネットにおけるホームページの作成及びこれに関する情報の提供，ポータル
サイトその他のインターネットへの接続に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュー
タプログラムその他のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情
報の提供，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸及びこれに関する情報の
提供，インターネットにおける検索エンジンの提供及びこれに関する情報の提供，ポータル
サイトその他のインターネットへの接続に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュー
【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
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.03.29 出願人名義変更届(一般承継)
2006.05.02 手続補正書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,29,30,32,34

53

レディースコンビニエンス＼Ｌａｄ
通常 2005-111184
ｙ’ｓ Ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｃｅ

16,29,30,32,34

54

レディースコンビニ

通常:
2005-111185
標準

17,19

55

Ｎ．Ｓ．－ＣＬ

通常:
2005-111278
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
【中間記録情報】
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス， ［審査］
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写 2005.11.25 願書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.09.22 拒絶査定
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
【中間記録情報】
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス， ［審査］
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写 2005.11.25 願書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.09.22 拒絶査定
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
【17】雲母，ガスケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），パッキング，灌漑用散水ホース， 【中間記録情報】
ゴム製ホース，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 ［審査］
2005.11.28 願書
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 2005.11.28 認定･付加情報
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 2006.06.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.09.11 拒絶査定
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，プラスチック製の
管，プラスチック製のホース，その他のプラスチック基礎製品，ゴム製の管，その他のゴ
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
【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，プラスチック製排水管，プラスチック製送
水管，プラスチック製ハンドホール，プラスチック製建築用パネル，その他のプラスチック製
建築専用材料，コンクリート打設用型枠（金属製のものを除く。），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，コンクリート製ハンドホール，コンク
リート製建築材料，その他のセメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁
（金属製のものを除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属
製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），道路標識（金属製又
は発光式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），
貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製のものを除く。），ビット及びボラード（金属製のものを
除く。），石製郵便受け，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製
のものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のも
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３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

56

57

58

59

商標（見本）

商標

からす対策ごみ袋

おふろポーチ

ピュアＡｇ

ソフトクローズ

種別 出願番号

区分

61

62

小さなちからを未来につなぐ

§ｍｉ・ｔａ・ｓｕ

カンタンスプラウト

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.19 拒絶査定

21

【21】洗面用具入れ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

03,16,24

【03】銀イオン水溶液を主成分とする化粧水
【中間記録情報】
【16】銀イオンを主成分とする水溶液を吸収させた上保湿した紙製衛生手拭き・タオル・ハ ［審査］
ンカチ等
2005.11.17 願書
【24】銀イオンを主成分とする水溶液を吸着させた布製衛生手拭き・雑巾・タオル・ハンカチ 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4条1項11
等身の回り用布製品
号)
2006.09.01 拒絶査定

20

【20】家具，つい立て，びょうぶ

通常:
2005-112259
標準

通常:
2005-113062
標準

通常 2005-113082

通常:
2005-113198
標準

通常:
2005-113212
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.05 拒絶査定
【16】パンフレット，雑誌，ニューズレター，その他の印刷物
【中間記録情報】
【35】広告
［審査］
【36】慈善のための募金，慈善のための募金に関する情報の提供，募金，募金に関する情 2005.12.02 願書
2005.12.02 認定･付加情報
報の提供
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.16 意見書
2006.06.16 認定･付加情報
2006.06.16 手続補足書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶査定

16,20

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，紙類，文房具類，印刷物， 【中間記録情報】
写真，写真立て
［審査］
2005.12.02 願書
【20】家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ
2006.01.26 手続補正指令書(出願)
2006.02.15 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
2006.06.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.04 拒絶査定

21

【21】家庭園芸用の水耕式植物栽培器

通常 2005-113216

通常:
2005-113271
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】プラスチック製ごみ収集用袋

16,35,36

60

指定商品・役務

16
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 拒絶査定
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No.

63

64

商標（見本）

商標

縄文文字ヲシテ

ＳＹＳＴＥＭ Ｉ５

種別 出願番号

区分

ＳＹＳＴＥＭ Ｚ９

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2005.12.05 手続補足書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.10 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

09,16,37,42

【09】電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用ユーザーマ
ニュアルを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，
電気通信機械器具，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子計算機用プログラ
ム，電子出版物
【16】紙類，印刷物，文房具類
【37】映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，写真機械器具の修理又は保
守，事務用機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機
械器具（電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の修理又は保守，
集積回路製造装置の修理又は保守，電子計算機の修理又は保守
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守の助言，電子計算機の貸与，コンピュータネットワークシステムの保守（コン
ピュータのハードウェアを除く。），電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操
作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方
法等に関する紹介及び説明，電子計算機データの暗号化処理，電子商取引における第三
者に対するオンラインによるユーザの本人確認・証明，コンピュータデータベースへのアク
セスタイムの賃貸，コンピュータデータの暗号化及び保全のために用いるコンピュータプロ
グラムの設計・作成又は保守，インターネットを利用したコンピュータソフトウェアの提供，電
【09】電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用ユーザーマ
ニュアルを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，
電気通信機械器具，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子計算機用プログラ
ム，電子出版物
【16】紙類，印刷物，文房具類
【37】映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，写真機械器具の修理又は保
守，事務用機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機
械器具（電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の修理又は保守，
集積回路製造装置の修理又は保守，電子計算機の修理又は保守
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守の助言，電子計算機の貸与，コンピュータネットワークシステムの保守（コン
ピュータのハードウェアを除く。），電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操
作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方
法等に関する紹介及び説明，電子計算機データの暗号化処理，電子商取引における第三
者に対するオンラインによるユーザの本人確認・証明，コンピュータデータベースへのアク
セスタイムの賃貸，コンピュータデータの暗号化及び保全のために用いるコンピュータプロ
グラムの設計・作成又は保守，インターネットを利用したコンピュータソフトウェアの提供，電
【09】電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用ユーザーマ
ニュアルを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，
電気通信機械器具，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子計算機用プログラ
ム，電子出版物
【16】紙類，印刷物，文房具類
【37】映写機の修理又は保守，エレベーターの修理又は保守，写真機械器具の修理又は保
守，事務用機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機
械器具（電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）の修理又は保守，
集積回路製造装置の修理又は保守，電子計算機の修理又は保守
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守の助言，電子計算機の貸与，コンピュータネットワークシステムの保守（コン
ピュータのハードウェアを除く。），電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操
作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方
法等に関する紹介及び説明，電子計算機データの暗号化処理，電子商取引における第三
者に対するオンラインによるユーザの本人確認・証明，コンピュータデータベースへのアク
セスタイムの賃貸，コンピュータデータの暗号化及び保全のために用いるコンピュータプロ
グラムの設計・作成又は保守，インターネットを利用したコンピュータソフトウェアの提供，電

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.07 優先権証明書提出書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.01.12 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.16 意見書
2006.08.17 手続補足書
2006.08.17 認定･付加情報
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶査定

通常:
2005-113825
標準

優先:
2005-114218
標準

優先:
2005-114221
標準

09,16,37,42

66

ＳＹＳＴＥＭ Ｐ５

優先:
2005-114222
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

09,16,37,42

65

指定商品・役務

16

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.07 優先権証明書提出書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.01.12 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.16 意見書
2006.08.16 認定･付加情報
2006.08.17 手続補足書
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.07 優先権証明書提出書
2006.01.12 認定･付加情報
2006.01.12 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.16 意見書
2006.08.16 認定･付加情報
2006.08.17 手続補足書
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.26 拒絶査定
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商標

種別 出願番号

区分
17,19

67

タイル一発

通常:
2005-114458
標準

19,20,37

68

システムバルコニー

通常:
2005-114821
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
【17】接着効果のある充填用パテ，雲母，ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ（機械
要素に当たるものを除く。），ガスケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），パッキング，消
防用ホース，石綿製防火幕，オイルフェンス，電気絶縁材料，ゴム製又はバルカンファイ
バー製の座金及びワッシャー，蹄鉄（金属製のものを除く。），化学繊維（織物用のものを除
く。），石綿，岩石繊維，鉱さい綿，糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除く。），化学繊
維糸（織物用のものを除く。），石綿糸，石綿織物，石綿製フェルト，絶縁手袋，ゴムひも，
石綿ひも，石綿網，ゴム製包装用容器，ゴム製栓，ゴム製ふた，農業用プラスチックフィル
ム，コンデンサーペーパー，石綿紙，バルカンファイバー，プラスチック基礎製品，ゴム，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
【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，建築用又は構築用のパテ，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，セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラス，人工魚礁（金属製のものを
除く。），養鶏用かご（金属製のものを除く。），吹付け塗装用ブース（金属製のものを除
く。），セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），送水管用バルブ（金属製又はプラ
スチック製のものを除く。），道路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），
航路標識（金属製又は発光式のものを除く。），貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製のも
のを除く。），ビット及びボラード（金属製のものを除く。），石製郵便受け，建具（金属製のも
のを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），墓標及び墓碑用銘板（金
属製のものを除く。），飛び込み台（金属製のものを除く。），石製彫刻，コンクリート製彫
【19】ユニット式のバルコニー用石製床材，ユニット式のバルコニー用木製木材，ユニット式
のバルコニー用セメント製品，バルコニー組立てセット
【20】植木鉢陳列台，植木鉢用の棚
【37】建物のガス・電気・水道・その他のメンテナンスに関するコンサルティング，外構工事，
改修工事，解体工事一式，外壁の修理又は保守，外壁仕上工事，仮設工事，給湯施設工
事，給排水・衛生設備工事，空調工事，建築一式工事の媒介・取次，家具の設置工事，建
築物の工事監理，その他の工事監理，建築物の内外の清掃，消防施設工事，水道施設工
事，清掃施設工事，プラント設備工事，機械器具設備工事，ガス供給設備工事，造園工
事，建物の修理又は保守，建物の増築・改築・修繕の工事，内装改修工事，襖・じゅうた
ん・壁紙の張替え，建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，
ガラス工事，鋼構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建
具工事，鉄筋工事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工
事，防水工事，屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信
工事，熱絶縁工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の修理又
は整備，船舶の建造，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，
鉄道車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保
守，光学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修
理又は保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装
置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理
又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機
用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。）の修理又
は保守，電話機の修理，土木機械器具の修理又は保守，ラジオ受信機又はテレビジョン受
信機の修理，電気通信機械器具（電話機械器具・放送用機械器具を除く。）の修理，民生
用電気機械器具の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用機械
器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.06.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.06.19 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))
2006.09.19 拒絶査定
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19,20,37

69

システムバルコニー＋（システ
ムバルコニープラス）

通常:
2005-114822
標準

09,16,41

70

Ｐｏｄ Ｌｅａｒｎｉｎｇ＼ポッドラーニ
通常 2005-114946
ング

16
71

セフティパック

指定商品・役務

中間記録

【19】ユニット式のバルコニー用石製床材，ユニット式のバルコニー用木製木材，ユニット式
のバルコニー用セメント製品，バルコニー組立てセット
【20】植木鉢陳列台，植木鉢用の棚
【37】建物のガス・電気・水道・その他のメンテナンスに関するコンサルティング，外構工事，
改修工事，解体工事一式，外壁の修理又は保守，外壁仕上工事，仮設工事，給湯施設工
事，給排水・衛生設備工事，空調工事，建築一式工事の媒介・取次，家具の設置工事，建
築物の工事監理，その他の工事監理，建築物の内外の清掃，消防施設工事，水道施設工
事，清掃施設工事，プラント設備工事，機械器具設備工事，ガス供給設備工事，造園工
事，建物の修理又は保守，建物の増築・改築・修繕の工事，内装改修工事，襖・じゅうた
ん・壁紙の張替え，建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，
ガラス工事，鋼構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建
具工事，鉄筋工事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工
事，防水工事，屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信
工事，熱絶縁工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の修理又
は整備，船舶の建造，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，
鉄道車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保
守，光学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修
理又は保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装
置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理
又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機
用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。）の修理又
は保守，電話機の修理，土木機械器具の修理又は保守，ラジオ受信機又はテレビジョン受
信機の修理，電気通信機械器具（電話機械器具・放送用機械器具を除く。）の修理，民生
用電気機械器具の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用機械
器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【16】プラスチック製緩衝用包装袋，プラスチックフィルム緩衝材で内装された封筒，内装用
のプラスチックフィルム緩衝材を備えた封筒

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.06.19 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))
2006.09.19 拒絶査定

通常:
2005-115366
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］
2005.12.07 願書
2005.12.07 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.29 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.25 意見書
2006.09.01 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

72

73

商標（見本）

商標

あんしん封筒

ハートのラブ

種別 出願番号

区分

ｏｕｔｌｅｔ ｆａｃｔｏｒｙ

16,41

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，電気式鉛筆削り，紙製幼児用おしめ，紙製包
装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，
型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，
紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おも
ちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】育児に関する研究会及び講演会の企画・運営又は開催，老人の介護及び機能回復
訓練指導に関する研究会及び講演会の企画・運営又は開催，子供の健全な成長に関する
セミナーの企画・運営又は開催，その他のセミナーの企画・運営又は開催，育児の教授，
その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出
版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制
作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配
給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯
楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作に
おける演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるも
のの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演
芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関
するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企
画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジ
オの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のた
めの施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽
器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸
与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルム
の貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の
貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与，当せ
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，ランプ用灯しん，ろうそく
【06】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
【08】登山用又はキャンプ用のナイフ，その他の手動利器，登山用又はキャンプ用のハン
マー，その他の手動工具，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，水中ナイフ，水中ナ
イフ保持具，ピッケル
【09】耳栓，救命用具，消火器，オートバイ用ヘルメット，その他の保安用ヘルメット，潜水用
機械器具，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，写真機
械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，事故防護用手袋，運動用ゴーグ
ル，水中眼鏡，その他の眼鏡，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメッ
ト，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，潜水用手袋
【11】ダイビング用ライト，その他の電球類及び照明用器具，登山用又はキャンプ用ガスこ
んろ，その他の加熱器，調理台，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，登
山用又はキャンプ用石油ストーブ，その他の火鉢類
【12】落下傘，船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道
車両並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転
車並びにそれらの部品及び附属品，そり，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【14】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，貴金属製の
ろうそく消し及びろうそく立て，記念カップ，記念たて，メダル，その他の身飾品，時計
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，登山用ステッキ，その他のステッキ，つ
え，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【20】登山用又はキャンプ用家具，その他の家具，登山用又はキャンプ用マットレス，スリー
ピングバッグ
【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

通常:
2005-115368
標準

通常:
2005-116408
標準

通常 2005-117964

※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】プラスチック製緩衝用包装袋，プラスチックフィルム緩衝材で内装された封筒，内装用 【中間記録情報】
［審査］
のプラスチックフィルム緩衝材を備えた封筒
2005.12.08 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定
2007.03.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

04,06,08,09,11,12,1
4,18,20,21,22,24,25,
27,28,37,39,41,43
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指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.16 手続補足書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.01 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

75

76

商標（見本）

商標

すきとおる

ハイブリッドタグ

種別 出願番号

区分

リゾートスクール

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 拒絶査定

07,09,16,17,35,36

【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，食料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】磁気カード，ＩＣカード，カードリーダー，磁気カードまたはＩＣカードへのデータ・プログラ
ム読み取り・書き込み装置，磁気カードまたはＩＣカードの自動販売機，電子応用機械器具
及びその部品，電気通信機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，レ
コード，メトロノーム，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，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，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，郵
便切手のはり付けチェック装置
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【16】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
【35】商品の売買契約の媒介，ネットワークによるアンケート調査，市場調査のアンケートの
実施に関する情報の提供，雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の提供，販売促進
の為の懸賞・プレゼントの応募に関する情報の提供，販売促進の為の懸賞・プレゼントの
実施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，商品見本
市の企画・運営，商品の売上又は売上ランキング情報の提供，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，海外留学に関する事務の
代理又は代行，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，自動販売機の貸与に関する情報の提供
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶に
よる輸送，航空機による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，引越の
代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水先案内，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取
次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，ガスの供給，

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.08 拒絶査定

通常:
2005-118108
標準

通常:
2005-118117
標準

通常:
2005-118613
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】絵馬

16,35,39,41,43

77

指定商品・役務

20
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 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)
2006.09.11 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

78

79

80

81

商標（見本）

商標

ドアーズ

ＤＯＯＲＳ

ｎａｎｏｃａｒｂｏｎｔｕｂｅ

ＰｕｓｈＰｕｌｌ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

16,41

【16】新聞，雑誌
【41】オンラインによる電子新聞の提供，オンラインによる電子雑誌の提供

16,41

【16】新聞，雑誌
【41】オンラインによる電子新聞の提供，オンラインによる電子雑誌の提供

28

【28】運動用具，スキーワックス

09,28

【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，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
【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，

分割 2005-118715

分割 2005-118716

通常 2005-119215

通常:
2005-119230
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.26 手続補正書
2006.09.01 拒絶査定
2006.12.14 手続補正書(方式)
2007.12.26 意見書
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.01.05 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.26 手続補正書
2006.09.01 拒絶査定
2006.12.14 手続補正書(方式)
2007.12.26 意見書
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.08 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

82

83

84

85

86

商標（見本）

商標

ツインビジョン

ダブルディスプレイ

ツインディスプレイ

Ｍｙ Ｈｅａｒｔｓｅａｓｅ Ｆｅｅｌｉｎｇ

ＳＵＰＥＲ ３３＋

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】スロットマシン
【28】ぱちんこ器具，その他の遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 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)
2006.06.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.30 意見書
2006.06.30 手続補足書
2006.06.30 手続補足書
2006.06.30 手続補足書
2006.06.30 手続補足書
2006.06.30 代理人受任届
2006.07.03 認定･付加情報
2006.07.31 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン
【28】ぱちんこ器具，その他の遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 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)
2006.09.08 拒絶査定

09,28

【09】スロットマシン
【28】ぱちんこ器具，その他の遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 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)
2006.09.08 拒絶査定

20,25

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
【25】被服

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

17

【17】絶縁テープ，電気絶縁材料

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 意見書
2006.08.04 手続補足書
2006.08.31 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶査定
2007.01.04 手続補正書
2007.01.04 手続補足書
2007.02.08 手続補正書
2007.08.16 登録料納付
2007.11.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.07 登録査定書
2007.08.16 設定納付書
2007.09.04 登録証

通常:
2005-119737
標準

通常:
2005-119738
標準

通常:
2005-119739
標準

通常 2005-119795

通常:
2005-120684
標準

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

中間記録

09,28
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３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

87

88

89

90

商標（見本）

商標

玻璃宝珠

メトロノーム

おいでやす＼ＫＹＯＴＯ

世界が見える

種別 出願番号

区分

92

93

不快な害虫腰砕け

図形商標

快適素材

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.06.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.20 意見書
2006.09.20 拒絶査定

16,44

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.01 拒絶査定

20,24,25

【20】扇子，うちわ
【24】手ぬぐい，風呂敷
【25】洋服，コート類，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，スカーフ，ネクタイ，マフラー，
靴類

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.02.06 上申書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.22 拒絶査定

16

【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
【05】殺虫剤、防虫剤
【21】捕獲駆除器

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

28

【28】おもちゃ，人形

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 拒絶査定

27

【27】洗い場用マット，畳類，敷物，壁掛け（織物製のものを除く。），人工芝，壁紙

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

通常 2005-120719

通常 2005-120778

通常 2005-120779

通常:
2005-120824
標準

通常 2005-121372

通常 2005-121403

通常 2005-121447

※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】ガラス製の遺骨収納容器，ガラス製の遺灰収納用容器，ガラス製の遺品収納用容
器，ガラス製の葬祭具，ガラス製の仏具

05,21
91

指定商品・役務

20
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.08 拒絶査定

2008/6/3
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３条拒絶（雑貨）２００６．０９.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
21

94

クールジャグ＼ＣＯＯＬ ＪＵＧ

通常 2005-121634

01,21
95

96

97

98

99

汚れるその前に

ケータイトランシーバー

絵本ダイアリー

親と子の＼読み聞かせ日記

Ｅｎｇｌｉｓｈ ３６５ｄａｙｓ

通常:
2005-121929
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.15 拒絶査定

【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］
2005.12.28 願書
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.05 拒絶査定

16

【16】アルバム，ルーズリーフ式バインダー，小冊子，しおり，書籍，カレンダー，厚紙製印 【中間記録情報】
刷物，カード，文書ファイル，書類箱，グリーティングカード，ハンドブック，雑誌，ノートブッ ［審査］
ク，剥ぎ取り式ノート，便箋，紙，定期刊行物，印刷物，出版物，スクラップブック，学用品， 2005.12.16 願書
文房具，教材，剥ぎ取り式カレンダー，筆記用紙，日記帳，日誌，ダイアリー，年鑑，システ 2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ム手帳，ルーズリーフ手帳，手帳，日記欄付手帳，予定記入用手帳，電子手帳，記録帳， 条1項11号を除く))
2006.09.01 拒絶査定
帳簿，日録，日報，日記，家計簿

16

【16】アルバム，ルーズリーフ式バインダー，小冊子，しおり，書籍，カレンダー，厚紙製印 【中間記録情報】
刷物，カード，文書ファイル，書類箱，グリーティングカード，ハンドブック，雑誌，ノートブッ ［審査］
ク，剥ぎ取り式ノート，便箋，紙，定期刊行物，印刷物，出版物，スクラップブック，学用品， 2005.12.16 願書
文房具，教材，剥ぎ取り式カレンダー，筆記用紙，日記帳，日誌，ダイアリー，年鑑，システ 2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ム手帳，ルーズリーフ手帳，手帳，日記欄付手帳，予定記入用手帳，電子手帳，記録帳， 条1項11号を除く))
2006.09.01 拒絶査定
帳簿，日録，日報，日記，家計簿

09,16,42

【09】録音済みのビデオディスク・ビデオテープ・光ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光 【中間記録情報】
磁気ディスク・その他の記録媒体，録画済みのビデオディスク・ビデオテープ・光ディスク・Ｃ ［審査］
Ｄ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光磁気ディスク・その他の記録媒体，電気通信機械器具，電子
2005.12.21 願書
応用機械器具及びその部品，電子出版物，インターネットを介してダウンロード可能な音
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
楽，インターネットを介してダウンロード可能な映像
条1項11号を除く))
【16】印刷物
2006.09.15 拒絶査定
【42】アプリケーションサービスプロバイダによるインターネット・携帯電話・携帯情報端末を
利用した学習管理システムの提供

通常 2005-122936

通常 2005-122937

※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］
2005.12.27 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.05 拒絶査定

28
通常:
2005-122531
標準

通常:
2005-123430
標準

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
【01】化学品
【21】清掃用具及び洗濯用具
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No.

100

101

商標（見本）

商標

鑑真故郷＼揚州国際マラソン

ＦｉｒｓｔＣｌａｓｓ

種別 出願番号

区分

103

104

105

Ｃａｒｅ Ｗｏｒｋ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

16,18,25

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書裁断機，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
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮想用衣服，運動用特
【16】印刷物
【41】介護に関する知識の教授，電子出版物の提供，介護に関する研修会・講習会・研究
会及び講演会の企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.15 拒絶査定

通常 2005-123669

通常 2005-123678

通常:
2005-123695
標準

生命感動障害

【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］
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
2006.01.05 願書
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
2006.01.05 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

16,41,45

【16】絵はがき，パンフレット，カレンダー，カタログ，雑誌，書籍
【中間記録情報】
【41】電子出版物の提供，あん摩・マッサージ及び指圧に関する知識の教授
［審査］
【45】占い，運勢判断，心理判断，性格判断，運命判断，相性判断，適性判断，易占い，運 2006.01.06 願書
勢判断・心理判断・性格判断・運命判断・相性判断・適性判断・易占い・その他の占いに関 2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
する情報の提供
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

12,20,25,28

【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
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【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
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
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

通常:
2006-000356
標準

通常:
2006-000357
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］
2005.12.28 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.15 拒絶査定

28
パワーフィネス＼ＰＯＷＥＲ ＦＩ
通常 2006-000257
ＮＥＳＳ

ツボ占い

中間記録

【16】印刷物
【41】運動競技会の運営

16,41
102

指定商品・役務

16,41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.07 拒絶査定
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No.

106

107

108

商標（見本）

商標

ＮＡＫＡＪＯ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.29 拒絶査定

16

【16】文房具類，印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

09,16,41

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.07.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定
2007.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16

【09】ダウンロード可能なアニメーション，その他のダウンロード可能な画像，ダウンロード可
能な静止画像及び動画像，移動体電話による通信を用いて行う漫画キャラクターの静止画
像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像（ダウンロード可能なもの。），録画
済みのコンパクトディスク，録画済みのビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】文房具類，印刷物
【41】移動体電話による通信を用いて行うアニメーションの静止画像・動画像・音声付き静
止画像・音声付き動画像・映像の提供，電子計算機端末による通信を利用した移動体電話
機・その他の電話機械器具のための待ち受け用の音声付き画像（動画及び静止画を含
む。）の提供及びそれらに関する情報の提供，移動体電話による通信を用いて行うキャラク
ター等の画像（動画及び静止画を含む。）・音声付き画像（動画及び静止画を含む。）・映像
の提供及びこれらに関する情報の提供，インターネットによるアニメーションの画像・映画
の提供，書籍・アニメーション・おもちゃ・ゲーム等のキャラクターに関する画像の提供
【16】プラスチック製ジッパー付き食品保存用袋，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
【16】印鑑

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

通常:
2006-001937
標準

ウェディング プランニング ノー
ト＼Ｗｅｄｄｉｎｇ Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｎｏｔ 通常 2006-003049
ｅ

桜蘭高校ホスト部＼おうらんこ
通常 2006-003149
うこうホストクラブ

110

111

112

ダブルジッパー

立体商標

オマツリホドキ

８の字むすび

通常 2006-003271

通常:
2006-003627
立体

通常:
2006-005083
標準

通常:
2006-005084
標準

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

中間記録

【10】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

16

109

指定商品・役務

10,17,26
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.01.19 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.04 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 願書
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.20 意見書
2006.09.12 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,38,41

113

教育図書館

通常:
2006-005683
標準

09,16,28

114

百鬼画談

通常:
2006-005931
標準

09,16
115

Ｃｙｂｅｒ Ｈｕｍａｎ＼サイバー
ヒューマン

通常 2006-006046

09,16
116

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，電池，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，ウエイトベ
ルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，電気式鉛筆削り，紙製幼児用おしめ，紙製包
装用容器，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
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
戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【09】電子応用機械器具及びその部品，映写フィルム，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，電子出版物
【16】印刷物

Ｙｕｋａｇｉｒ Ｍａｍｍｏｔｈ＼ユカギ
通常 2006-006048
ルマンモス

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.29 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.13 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.01.27 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.08 拒絶査定

【09】電子応用機械器具及びその部品，映写フィルム，録画済みビデオディスク及びビデオ 【中間記録情報】
テープ，電子出版物
［審査］
2006.01.27 願書
【16】印刷物
2006.01.27 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.09.08 拒絶査定
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No.

117

118

119

120

121

122

商標（見本）

商標

さとうきびペーパー

つげぶらし

サッカーノート

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】サトウキビをしぼった後の繊維（バガスパルプ）を利用して作られる非木材紙類・トイ
レットペーパー・ナプキン紙・衛生手ふき・紙製タオル・紙製手ふき・紙製おしぼり・ポケット
ティッシュ・キッチンペーパー

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.11 手続補正書
2006.07.11 意見書
2006.09.15 拒絶査定

21

【21】ヘアブラシ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.06.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.12 拒絶査定

16,41

【16】紙製のぼり，紙製旗、文房具類、印刷物紙製タオル、紙製手ふき、紙製ハンカチ荷
【中間記録情報】
札、紙類、書画
［審査］
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授、献体に関する情報の提供，献体の手配、セミナーの 2006.01.20 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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、映画・演
劇・演芸又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、映画の上映・製作又は配給、放送番組 号)
の制作、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの製作、放送番組の制作における演出、サッ 2006.09.15 拒絶査定
カーの工業の企画・営業又は開催、運動施設の提供、映画・演芸・演劇音楽又は教育研修
のための施設の提供

25,28

【25】被服
【28】おもちゃ，人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.29 拒絶査定

21

【21】愛玩動物用トイレ砂

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 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)
2006.07.22 手続補正書
2006.07.22 手続補足書
2006.07.22 意見書
2006.08.18 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶査定

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
2006.02.06 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，
2006.06.20 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)
2006.09.12 拒絶査定

通常 2006-006689

通常:
2006-007042
標準

通常 2006-007847

マン島 ＴＴ １００＼ＭＡＮＴＯＵ
通常 2006-007858
ＴＴ １００

ファインブルー

透けないコーティング

通常 2006-007955

通常 2006-009244

※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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No.

123

124

125

商標（見本）

商標

モダンセレクト

言葉の力

ＴＯＢＩＰＥＮ＼トビペン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【19】合成建築専用材料，木材，建具（金属製のものを除く。）
【20】家具，ベンチ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.02.10 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.30 手続補正書
2006.08.30 意見書
2006.09.15 拒絶査定

16

【16】書籍，学習参考書，新聞，雑誌

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.31 意見書
2006.09.01 拒絶査定

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 意見書
2006.08.22 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶査定
2006.10.16 手続補足書
2007.03.01 登録料納付
［登録］
2007.02.26 登録査定書
2007.03.01 設定納付書
2007.03.20 登録証

通常:
2006-011234
標準

通常:
2006-011333
標準

通常 2006-017364

※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

19,20
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