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３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
28

1

ドットキャラ

通常:
2005-038489
標準

指定商品・役務

中間記録

【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，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモン ［審査］
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，歌がるた，トランプ，花札，ト 2005.04.28 願書
レーディングカードゲーム用カード，タロットカード，遊戯用カード，マージャン用具，遊戯用 2005.04.28 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
2006.10.13 拒絶査定

【中間記録情報】
03,06,14,16,18,25,2 【03】香料（薫料及び香水類を含む。），香水類
【06】金属及びその合金，建築用金属材料，金属製可般式建造物組立セット，金属製レー ［審査］
8,35

2

§Ｏ２

通常 2005-038873

20
3

フィールリラックス＼ＦＥＥＬ ＲＥ
通常 2005-039623
ＬＡＸ

16
4

こんなに儲かるシリーズ

2005.04.28 願書
ル用材料，金属製ケーブル（電気用のものを除く。），金属製ワイヤ（貴金属製のものを除
2005.08.17 手続補正書
く。），鉄製品，金属製金具，金属製管，金庫，その他の金属製品（他の類に属するものを
除く。），金属鉱石，バッジ，標識
2005.09.15 刊行物等提出書
2005.09.21 認定･付加情報
【14】貴金属及びその合金，貴金属製品（他の類に属するものを除く。），貴金属又はその
2005.10.17 認定･付加情報
合金で被覆された製品（他の類に属するものを除く。），宝飾品，宝玉及びその原石，時
計，キーホルダー，カフスボタン
2005.10.20 刊行物等提出による通知書
【16】紙類，ボール紙，紙又はボール紙製品（他の類に属するものを除く。），印刷物，製本 2005.10.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本用材料，写真，文房具類，文房具とし 2005.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
ての又は家庭用の接着剤，美術用材料，鉛筆及び塗装用ブラシ，タイプライター及び事務 第4条1項11号)
用品（家具類を除く。），教材（器具に当たるものを除く。），包装用プラスチック材（他の類に 2006.02.16 意見書
属するものを除く。），印刷用活字，印刷用ブロック
2006.02.16 手続補足書
【18】皮革及び擬革，皮革又は擬革製品（他の類に属するものを除く。），獣皮，トランク，旅 2006.03.17 認定･付加情報
行かばん，傘，日傘，つえ，むち，乗馬用具
2006.05.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【25】被服，履物，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用衣服，運 項16号)
動用特殊衣服，運動用特殊靴
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 意見書
【28】ゲーム，おもちゃ，運動用具（他の類に属するものを除く。），クリスマスツリー用装飾
品
2006.08.11 手続補足書
2006.09.12 認定･付加情報
【35】広告，事業の管理，事業の運営，事務処理，小売業務，文書又は磁気のファイリン
2006.10.12 拒絶査定
グ，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作，商品の
販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・取次ぎ
【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］
2005.05.06 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.13 拒絶査定

【16】印刷物

通常:
2005-042001
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］
2005.05.13 願書
2005.05.13 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 拒絶査定
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No.

商標（見本）

5

6

7

8

商標

キッズケータイ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

09,28,38

区分

【09】放送用機械器具，無線通信機械器具，デジタルカメラ，デジタルビデオカメラ，デジタ
ル放送受信用チューナー，その他の電気通信機械器具（移動体電話機を除く。），電気通
信機械器具の部品及び附属品（移動体電話機の部品及び附属品（携帯電話機用ストラッ
プを含む。）を除く。），電子応用機械器具，電子計算機用プログラム，電子計算機用プログ
ラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・その他の記録媒体，移動体電話機用ゲームプ
ログラム，移動体電話機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・その他
の記録媒体，写真機械器具，電池，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機の部品
及び附属品，家庭用テレビゲーム機，家庭用テレビゲーム機の部品及び附属品，液晶画
面付きゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・その他記録媒
体，ダウンロード可能な音楽・音声・着信音，ダウンロード可能な静止画像・動画像・その他
の映像，ダウンロード可能な電子出版物，電子出版物
【28】遊戯用器具，囲碁用具，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンド
ゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用
具，ビリヤード用具，電子おもちゃ，液晶画面付きゲームおもちゃ，液晶画面付きゲームお
もちゃの部品及び附属品，その他のおもちゃ，愛玩動物用おもちゃ，遊園地用機械器具
（業務用テレビゲーム機を除く。）
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，家庭用
及び業務用テレビゲーム機による通信，電報による通信，電子メールによる通信，電話に
よる通信，テレビ電話による通信，ファクシミリによる通信，データ通信，付加価値通信網に
よる通信，無線呼出し，移動体電話による通信ネットワークへの接続の提供，電子計算機
端末による通信ネットワークへの接続の提供，テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，衛
星テレビジョン放送，放送及び放送番組表に関する情報の提供，ラジオ放送，報道をする
者に対するニュースの供給，移動体電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.30 願書
2005.12.12 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))
2005.12.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.20 手続補正書
2006.01.20 意見書
2006.02.14 刊行物等提出書
2006.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.20 刊行物等提出による通知書
2006.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.10 拒絶査定
2006.12.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.10 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 【中間記録情報】
［審査］
（貴金属製のものを除く。），焼き網，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。）
2005.06.02 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

16,17

【16】印刷物，ダンボール箱，パッケージ，包装用袋
【17】ラミネート用プラスチックフィルム

09,16,42

【09】ナースコール及び緊急呼出しに関する電気通信機械器具，ナースコール及び緊急呼 【中間記録情報】
出しに関する電子応用機械器具
［審査］
【16】紙類，印刷物，紙製包装用容器
2005.07.04 願書
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その 項16号)
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 2006.10.31 拒絶査定
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機用プログラムの提

通常:
2005-047705
標準

ナノセラミック＼ＮＡＮＯ ＣＥＲＡ
通常 2005-054624
ＭＩＣ

エコ ラミネートフィルム＼Ｅｃｏ
通常 2005-054642
Ｌａｍｉｎａｔｅ Ｆｉｌｍ

インテリジェントエマージェン
シーコール

通常:
2005-060820
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.03 願書
2005.07.08 手続補正指令書(出願)
2005.07.21 手続補正書
2005.08.25 認定･付加情報
2006.07.07 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))
2006.10.13 拒絶査定
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No.

商標（見本）

9

10

商標

Ｃｌａｙ Ｍｏｄｅｌｉｎｇ Ｓｈｅｅｔ

Ｃｌａｙ Ｍｏｄｅｌｉｎｇ Ｆｉｌｍ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

17

【17】プラスチック基礎製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.05.10 伺い書
2006.05.19 伺い回答書
2006.07.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.04 拒絶査定

17

【17】プラスチック基礎製品

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 願書
2005.07.20 認定･付加情報
2006.05.10 伺い書
2006.05.19 伺い回答書
2006.07.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.04 拒絶査定

通常:
2005-064457
標準

通常:
2005-064458
標準

03,14,16,18,21,24,2 【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去 【中間記録情報】
剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛 ［審査］
5

11

ＰＨＩＬＯＳＯＰＨＹ ＯＦ ＬＯＨＡＳ

通常:
2005-072640
標準

16

12

§Ｒｏｓａｌｂａ

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，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
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【16】印刷物，文房具類，紙類，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，書画，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，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，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【21】食器類（貴金属製のものを除く。），ガラス製又は陶磁製の包装用容器，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，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
【16】雑誌（定期刊行物）、書籍、出版物、印刷物

通常 2005-085005

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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2005.08.04 願書
2005.08.05 認定･付加情報
2006.03.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.10 意見書
2006.04.10 手続補足書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.05.11 認定･付加情報
2006.10.17 拒絶査定
2006.10.17 伺い書
2006.10.27 伺い回答書

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2005.11.24 上申書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.24 手続補正書
2006.05.26 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.10 手続補正書
2006.09.22 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.22 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
10,21

13

あらえーる

通常:
2005-085153
標準

28,30

14

飛騨牛

通常:
2005-085971
標準

01,16,19

15

クロスジョイントパテ

通常:
2005-098251
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】病人用・介護用の便器付いす，病人用・介護用便器
【中間記録情報】
【21】椅子型簡易便器，病人用・介護用簡易便器，携帯用簡易便器，寝室用簡易便器その ［審査］
2005.09.12 願書
他の簡易便器
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 意見書
2006.10.05 拒絶査定
2006.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.30 手続補正書(方式)
2007.04.27 上申書
2007.10.12 登録料納付
［登録］
2007.10.11 登録査定書
2007.10.12 設定納付書
2007.11.13 登録証
【28】おもちゃ
【中間記録情報】
［審査］
【30】菓子及びパン
2005.08.30 願書
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2006.02.10 通知書(却下処分前通知)
2006.02.16 手続補正書(方式)
2006.05.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.09 認定･付加情報
2006.06.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定
【01】のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤
【19】床面用又は壁用の合成舗設材，ワックスと顔料を主要原料として成る補修用パテ及
びその他のパテ，クロスの穴埋め用の充填用パテ
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 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))
2006.06.16 意見書
2006.10.27 拒絶査定
2007.01.15 手続補正書
2007.01.15 手続補足書

2008/7/15
6／23

３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,12,14,15,16,20,2 【09】業務用テレビゲーム機，電気ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びそ 【中間記録情報】
の部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを ［審査］
8,37,38,41,42

16

図形商標

分割 2005-100161

16

17

四コマ童話

通常 2005-103835

09,16,35,37,42

18

Ｍｏｂｉｌｅ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎ 通常:
2005-109590
ｃｅ
標準

09,16,35,37,42

19

Ｍｏｂｉｌｅ Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ Ｉｎｆｏｒｍａ 通常:
2005-109591
ｔｉｏｎ
標準

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

記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用 2005.10.26 願書
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，録画済みビデ 2005.10.26 認定･付加情報
オディスク及びビデオテープ，電子出版物
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【12】乗物用盗難警報器
2006.06.01 上申書
【14】時計
2006.06.05 認定･付加情報
【15】調律機，楽器，演奏補助品，音さ
2006.06.14 意見書
【16】文房具類，印刷物
2006.06.15 認定･付加情報
【20】揺りかご，幼児用歩行器
2006.10.11 拒絶査定
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），おもちゃ，遊戯用器具
2006.12.02 手続補正書
【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，楽器の修 2006.12.02 代理人受任届
理又は保守
2008.01.18 登録料納付
【38】電気通信（放送を除く。），放送，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
［登録］
2008.01.15 登録査定書
【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
2008.01.18 設定納付書
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画
2008.02.19 登録証
又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演
奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告
用のものを除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，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，映写フィルムの貸
与，楽器の貸与，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
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，著作権の利用に関する
【16】印刷物，書画，電子出版物
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2005.12.06 上申書
2006.01.13 認定･付加情報
2006.01.13 認定･付加情報
2006.07.07 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))
2006.10.06 拒絶査定
【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装容器，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製
ハンカチ，紙類，文房具類
【35】税務・会計に関する事務処理機の導入に関する情報の提供，人材派遣による財務書
類の作成，講演会・セミナーへの講師のあっせん，経営の診断又は経営に関する情報の
提供，会計事務の代理又は代行
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，法律に関する情報の提供
【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装容器，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製
ハンカチ，紙類，文房具類
【35】税務・会計に関する事務処理機の導入に関する情報の提供，人材派遣による財務書
類の作成，講演会・セミナーへの講師のあっせん，経営の診断又は経営に関する情報の
提供，会計事務の代理又は代行
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，法律に関する情報の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.07.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.05 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.07.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.05 拒絶査定

2008/7/15
7／23

３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,37,42

20

20

【20】位牌

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2005.12.16 認定情報通知書
2006.04.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定

09,16,38,41,42

【09】コンピュータ，コンピュータハードウエア，コンピュータシステムを操作・保守するための
コンピュータファームウエア用コンピュータプログラム，半導体，マイクロプロセッサ，集積回
路，マイクロコンピュータ，コンピュータチップセット，コンピュータ用マザーボード・ドーター
ボード，コンピュータ用グラフィックスボード，コンピュータ周辺機器及びコンピュータと共に
使用する電子機器，キーボード，トラックボール，コンピュータ用マウス装置，コンピュータ
用入力装置，コンピュータ用モニター，音声・映像・画像・グラフィックス・データの記録用・
処理用・受信用・再生用・送信用・修正用・圧縮用・解凍用・ブロードキャスト用・併合用・改
良又は拡張用の装置及び機器，コンピュータの操作用及び制御用のアルゴリズムソフトウ
エアのプログラム，コンピュータ用構成部品の検査・測定用電子装置，ネットワーク管理用
のコンピュータプログラム，コンピュータユーティリティプログラム，コンピュータオペレーティ
ングシステム用ソフトウエア，音声・映像・画像・グラフィックス・データの記録用・処理用・受
信用・再生用・ブロードキャスト用・併合用・改良又は拡張用のコンピュータプログラム，ウ
エブページ設計用コンピュータプログラム，グローバルコンピュータネットワークに接続し利
用するためのコンピュータプログラム，コンピュータと共に使用するためのカメラ及びデジタ
ルカメラ，コンピュータ・コンピュータソフトウエア・テレビ会議用機器・電話会議用機器と共
に使用されるヘッドセット装置，その他の電子応用機械器具及びその部品，コンピュータ
ネットワーク用ハードウエア，コンピュータネットワーク用アダプター・スイッチ・ルーター・ハ
ブ，ビデオ機器，ビデオ回路ボード，セットトップボックス（コンピュータ及びグローバルコン
ピュータネットワークとテレビジョン放送・ケーブルテレビジョン放送及びテレビ受信・送信装
置とのインターフェイス及び制御用装置），テレビ会議用・電話会議用・文書の交換・編集用
の機器及び装置，その他の電気通信機械器具，前記商品の検査装置，コンピュータ・電気
通信・娯楽・電話技術・無線通信に関するダウンロード可能な電子出版物，その他の電子
出版物，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条柱書+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.17 拒絶査定
2007.04.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

Ｍｏｂｉｌｅ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｅｎｔｅｒｔａｉ 通常:
2005-109592
ｎｍｅｎｔ
標準

22

23

段差解消キャスター

ボ ハイ＼墓牌

ＰＥＮＴＩＵＭ ＩＮＳＩＤＥ

通常 2005-111970

通常 2005-112553

通常:
2005-113350
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］
2005.11.21 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.07.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.05 拒絶査定

12,20
21

指定商品・役務
【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装容器，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製
ハンカチ，紙類，文房具類
【35】税務・会計に関する事務処理機の導入に関する情報の提供，人材派遣による財務書
類の作成，講演会・セミナーへの講師のあっせん，経営の診断又は経営に関する情報の
提供，会計事務の代理又は代行
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，法律に関する情報の提供
【12】荷役用索道，牽引車，陸上の乗り物様の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗り物
用の機械要素，車いす，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー
【20】荷役用パレット（金属製の物を除く。），輸送用コンテナ（金属製の物を除く。），キャス
ター（金属製のものを除く。），買物かご，家具，幼児用歩行器
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.07.07 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))
2006.10.06 拒絶査定

2008/7/15
8／23

３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41,45

24

金口訣

通常:
2005-113778
標準

21

25

ＮＡＮＯ ＳＩＬＶＥＲ

ＳＹＳＴＥＭ Ｘ３

優先:
2005-114215
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］
2005.12.05 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.02 拒絶査定

【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)
2006.10.17 拒絶査定

通常:
2005-113951
標準

09,16,37,42

26

指定商品・役務
【09】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な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，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・磁気テープその他の電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，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，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備
【21】食器類（貴金属製のものを除く。），水筒，はし，はし箱，まな板，プラスチック製食品保
存容器，食品保存用プラスチック製袋
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.03.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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)
2006.07.19 手続補正書
2006.07.19 意見書
2006.10.27 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,28,38,41

27

サウンドノベル・ポータブル

通常:
2005-116083
標準

16

28

シニア ダイアリー＼ＳＥＮＩＯＲ
通常 2005-116565
ＤＩＡＲＹ

09,16,41,45

29

指定商品・役務
【09】レコード，メトロノーム，業務用テレビゲーム機，映写フィルム，スライドフィルム，スライ
ドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ，アニメーション映画の映写フィルム，アニメーション用画像情報を記憶させたＤＶＤ，ア
ニメーションを内容とした録画済ビデオテープ，電子出版物
【16】紙類，紙製包装用容器，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，紙製のぼり，紙製旗，印刷物，書画，写真，写真立て
【28】かるた，歌がるた，トランプ
【38】電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供，移動体電話による通信，テ
レックスによる通信，電子計算機端末による通信，電話による通信，報道をする者に対する
ニュースの供給，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【41】美術品の展示，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上
映・制作又は配給，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・
放送番組・広告用のものを除く。），当せん金付証票の発売，電子計算機端末による通信を
利用したゲームの提供，娯楽施設の提供，映写フィルムの貸与，テレビジョン受信機の貸
与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済
み磁気テープの貸与，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，イ
ンターネットを利用したアニメーション映画の上映・制作又は配給，電子出版物の提供，携
帯電話による通信を用いたゲームの提供，家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用い
たゲームの提供，携帯用液晶画面ゲームおもちゃによる通信を用いたゲームの提供，書
【16】印刷物

金口訣占術

通常:
2005-116986
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］
2005.12.09 願書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.04.28 通知書(却下処分前通知)
2006.05.08 上申書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.13 拒絶査定

【09】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた 【中間記録情報】
［審査］
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な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，電子計算機用プ 2005.12.13 願書
2005.12.13 認定･付加情報
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機 2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
項16号)
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑 2006.10.23 拒絶査定
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，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，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備
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３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41,45

30

面相占術

通常:
2005-116987
標準

16,38,41,42

31

ＣＯＲＥ ＩＮＳＩＤＥ

通常:
2005-117953
標準

09,16,35,41

32

販売士検定試験

通常:
2005-119607
標準

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

指定商品・役務
【09】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関するプログラムを記憶させた
フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，電子計算機ネットワークを通じてダウン
ロード可能な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，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・磁気テープその他の電子計算機周辺機
器，その他の電子応用機械器具及びその部品，メトロノーム，電気通信機械器具，光学機
械器具，業務用テレビゲ－ム機，家庭用テレビゲームおもちゃ
【16】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いに関する書籍，その他の書籍，雑
誌，新聞，印刷物，書画，写真，文房具類，紙類
【41】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占いの教授，その他の技芸・スポーツ
又は知識の教授，占いの興行の企画・運営又は開催，セミナーの企画・運営又は開催，講
演会の企画・運営又は開催，電子出版物の供覧，図書及び記録の供覧，美術品の展示，
書籍の制作，興行場の座席の手配，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，娯楽施設の提供
【45】運勢判断・運命相談・相性診断・易占等による占い，運勢判断・運命相談・相性診断・
易占等による占いに関する情報の提供，電子計算機端末による通信を用いて行なう占い，
その他の占い，電子計算機端末による通信を用いて行なう占いに関する情報の提供，身
の上相談，個人の身元又は行動に関する調査，結婚又は交際を希望する者への異性の
紹介，新聞記事情報の提供，身辺の警備
【16】包装用紙，その他の紙類，バインダー，ブックエンド，しおり，筆箱，メモ帳，メッセージ
カード，粘着式のメモ帳，机上用メモ帳，カレンダー式メモ帳，ペン，鉛筆，フォルダー，ペー
パーウェイト，ペン・鉛筆立て，定規，消しゴム，サインペン，クレヨン，白墨，机上文房具，
デスクオーガナイザー，自動車バンパーに貼付するステッカー，その他の文房具類，カレン
ダー，コンピュータに関する指導マニュアル書，報告書，コンピュータ・電気通信・娯楽・電
話技術・無線通信に関する印刷物，その他の印刷物，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，文書裁断機，郵便料金
計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型版，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，書画
【38】コンピュータのグローバルネットワークによる通信，双方向及び非双方向の音声・映
像・デジタル信号のブロードキャスト・送信・受信，その他のマルチメディアによる通信及び
デジタル方式による通信，双方向及び非双方向の音声・データ・画像・呼び出しメッセージ・
ファクシミリ・情報の送信及び受信，電話会議通信，テレビ会議通信，チャットルーム及びイ
ンスタントメッセージングによる通信，電気通信に関する指導・助言・技術情報の提供，そ
の他の電気通信（放送を除く），放送，報道をするものに対するニュースの供給，電話機・
ファクシミリその他の通信機器の貸与
【41】コンピュータ・電気通信・コンピュータネットワーキングの分野における教育のための会
議及びセミナーの手配及び開催並びにこれらに関する教材の配布，その他のセミナーの
企画・運営又は開催，他人のためのコンピュータ・電気通信・コンピュータネットワーキング
【09】販売士検定試験を内容とする学習参考書の内容を記憶させたＣＤ－ＲＯＭ，販売士検
定試験を内容とする録音済み磁気ディスク・磁気テープ，販売士検定試験を内容とする録
画済みビデオディスク・ビデオテープ
【16】販売士検定試験を内容とする印刷物，販売士検定試験を内容とするカタログ，販売士
検定試験を内容とする書籍，販売士検定試験を内容とするパンフレット
【35】販売士検定試験を内容とする職業（職種・職務）適性検査
【41】インターネットを利用した販売士検定試験を内容とする検定試験・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販売士検定試験を内容とする検定試験・模擬試験
に関する企画・運営・実施，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
利用した販売士検定試験を内容とする知識の教授，技芸又は知識の教授，人材派遣によ
る販売士検定試験を内容とする検定試験・模擬試験の企画・運営・実施
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条柱書+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.24 拒絶査定
2007.04.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.05.22 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.30 手続補正書
2006.08.07 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2006.08.14 手続補正書
2006.10.02 拒絶査定

2008/7/15
11／23

３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

33

34

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【15】木製の三線

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.04.18 刊行物等提出書
2006.04.24 上申書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 認定･付加情報
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.02 刊行物等提出による通知書
2006.06.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.28 手続補正書
2006.06.28 意見書
2006.06.29 認定･付加情報
2006.06.29 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定

01,07,09,17

【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
【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】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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 意見書
2006.08.30 手続補足書
2006.09.28 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶査定

Ｗｏｏｄ＼Ｓａｎｓｈｉｎ＼ウッド三線 通常 2005-121065

クラスターテクノロジー

通常:
2005-122053
標準

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

中間記録
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３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

14,18,20,21,24,25,3 【14】貴金属，宝玉，宝飾品，指輪，ネックレス，カフスボタン，ネクタイピン，その他の身飾 【中間記録情報】
品，貴金属製宝石箱，腕時計，その他の時計，貴金属製食器類，皮革製キーホルダー
［審査］
5

35

36

37

38

§台湾紅＼ＴＡＩＷＡＮ ＡＮＧ
［ａ］

好反発

好弾性

夜回り先生

20

【18】アタッシェケース，旅行かばん，旅行用トランク，ハンドバッグ，その他のかばん類，携
帯用化粧道具入れ，財布，かさ，ステッキ，皮革，擬革，愛玩動物用被服類，
【20】棚（家具），食器戸棚，木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の美術品，まくら，座布
団，クッション，スリーピングバッグ，うちわ，宝石箱（貴金属製のものを除く。），木製・竹製
又は・プラスチック製の包装用容器，貝殻，象牙，こはく，さんご，鏡，額縁，窓の付属品（金
属製のものを除く。），くぎ・ねじくぎ（金属製のものを除く。），錠（電気式及び金属製のもの
を除く。），ししゅう用枠，額縁用飾り縁
【21】カップ，鉢，はし，盆（貴金属製のものを除く。），つぼ，なべ，ブラシ，歯ブラシ，花瓶，
植木鉢，風鈴，磁器製装飾品，水晶製・テラコッタ製又はガラス製の造形品，燭台（貴金属
製のものを除く。），香料くん焼器，ガラス製容器，陶磁器，未加工又は半加工のガラス（建
築用のものを除く。），化粧用具セット，雑巾，ごみ箱，スポンジ，アイスペール，魔法瓶，家
事用手袋，園芸用手袋，清掃用手袋
【24】布地，布団，ふとん袋，シーツ，まくらカバー，蚊帳，ブランケット，織物製壁掛け，タペ
ストリー（壁掛け），カーテン，暖簾，タオル，バスタオル，ハンカチ，浴用手袋，のぼり及び
旗（紙製のものを除く。），反物
【25】被服，くつ，ベルト，バンダナ，シルクスカーフ，ネクタイ，布製幼児用おしめ，帽子，耳
覆い，靴下，保温用サポーター，マフラー，腰帯，エプロン
【35】商業又は広告のための展示会の企画・運営，テレビ又はインターネットによる商品の
通信販売の取次ぎ，コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告，その他の広
告，広告の企画，広告の代理，広告物の出版，広告の代理，郵便による広告物の配布，
ショーウインドーの設計及び装飾，広告用具の貸与，広告場所の貸与
【20】家具，クッション，座布団，まくら，マットレス

20

【20】家具，クッション，座布団，まくら，マットレス

16

【16】印刷物

通常 2005-122446

通常:
2005-122791
標準

通常:
2005-122793
標準

通常:
2006-002588
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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2005.12.28 願書
2006.01.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.31 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.29 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.31 意見書
2006.10.13 拒絶査定
2006.11.28 手続補正書
2007.10.30 登録料納付
［登録］
2007.10.22 登録査定書
2007.10.30 設定納付書
2007.11.20 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.29 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)
2006.07.19 意見書
2006.10.13 拒絶査定
2006.11.28 手続補正書
2006.11.29 手続補足書
2007.10.30 登録料納付
［登録］
2007.10.22 登録査定書
2007.10.30 設定納付書
2007.11.20 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.06 意見書
2006.09.07 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶査定

2008/7/15
13／23

３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

39

40

41

42

43

44

商標（見本）

商標

シルク洗顔

御前畳

§Ｌｉｔｔｌｅ Ａｑｕａｒｉｕｍ

大洲和紙

食育検定

勝野式

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【21】化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.19 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)
2006.10.13 拒絶査定

27

【27】畳類

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.01.20 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)
2006.10.13 拒絶査定

16

【16】文房具類，印刷物，遊戯用カード，観賞魚用水槽及びその附属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.06.07 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))
2006.10.04 拒絶査定

16,19,22,28

【16】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
【中間記録情報】
袋，プラスチック製ごみ収集用袋，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製 ［審査］
手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画
2006.01.24 願書
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，建具（金属製のものを除く。），灯ろう
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【22】編みひも，真田ひも，のり付けひも，よりひも，綱類，布製包装用容器，日よけ
条1項11号を除く))
2006.10.17 拒絶査定
【28】愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形

16

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
【中間記録情報】
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス， ［審査］
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写 2006.01.27 願書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2006.03.24 手続補正指令書(出願)
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製 2006.04.18 手続補正書(方式)
2006.05.18 認定･付加情報
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手 2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文 項16号)
2006.10.20 拒絶査定
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て

20,25

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

通常 2006-003460

通常:
2006-003741
標準

通常 2006-004879

通常:
2006-004886
標準

通常 2006-006108

通常:
2006-006351
標準

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

中間記録

21
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.27 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.10 拒絶査定
2006.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/7/15
14／23

３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,37,42

45

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.07.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 意見書
2006.10.11 拒絶査定

16

【20】荷役用パレット（金属製のものを除く。），プラスチック製バルブ（機械要素に当たるも
のを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，輸送用コンテナ（金
属製のものを除く。），カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナッ
ト・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッ
シャー（金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製
のものを除く。），木製の包装用容器（「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。），竹製の包
装用容器，プラスチック製包装用容器，プラスチック製栓，プラスチック製ふた，植物の茎支
持具，郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），家庭用水槽（金属製又は石製のものを
除く。），ハンガーボード，タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く。），家具，つい立
【16】印刷物

28

【28】おもちゃ，人形，運動用具，釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

Ｒｏｌｌｉｎｇ Ｆｏｒｅｃａｓｔ Ｍａｎａｇｅ 通常:
2006-006466
ｍｅｎｔ
標準

フィットチェア

通常:
2006-007974
標準

20

47

48

49

ワンタッチ

廃県置藩

ルールは守る、記録は破る

通常:
2006-008119
標準

通常:
2006-008236
標準

通常 2006-008313

※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］
2006.01.27 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.06.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.18 拒絶査定

20

46

指定商品・役務
【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】紙製包装容器，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製
ハンカチ，紙類，文房具類
【35】税務・会計に関する事務処理機の導入に関する情報の提供，人材派遣による財務書
類の作成，講演会・セミナーへの講師のあっせん，経営の診断又は経営に関する情報の
提供，会計事務の代理又は代行
【37】電子応用機械器具の修理又は保守
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算
機用プログラムの提供，法律に関する情報の提供
【20】美容院用いす，理髪店用いす，クッション，座布団，マットレス，座いす，安楽いす，腰
掛けいす

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.15 意見書
2006.08.15 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶査定
2006.12.13 手続補正書
2007.01.22 手続補正書

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.07.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.14 意見書
2006.08.14 認定･付加情報
2006.10.11 拒絶査定
2006.12.01 手続補正書(方式)
2006.12.01 物件提出書
2007.01.25 手続補正書(方式)
2007.12.25 登録料納付
［登録］
2007.11.28 登録査定書
2007.12.25 設定納付書
2008.01.29 登録証

2008/7/15
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３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

50

51

52

53

54

55

56

商標（見本）

商標

体調記録ダイアリー

Ｓｕｐｅｒ Ｃｏｏｋｉｎｇ＼スーパー
クッキング

ワークライフバランス

ワークファミリーバランス

ＧＯＯＤ ＲＡＣＫ

いびき無呼吸防止枕

§パソコンの自作

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】日記帳

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.15 手続補正書
2006.08.15 意見書
2006.10.13 拒絶査定

16

【16】双書，その他の書籍，雑誌

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定

09,16,35,41

【09】録画済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【中間記録情報】
【16】印刷物，文房具類
［審査］
【35】経営の診断又は経営に関する助言，企業における人事・給与に関するコンサルティン 2006.02.03 願書
グ，企業における人事・報酬に関する情報の提供，企業の人事・報酬マネジメントに関する 2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
助言，電子出版物の提供
条1項11号を除く))
2006.10.19 拒絶査定
【41】知識又は技芸の教授，研修会の手配及び管理，セミナーの手配及び運営，インター
ネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開 2007.03.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
催及びこれらに関する情報の提供

09,16,35,41

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.19 拒絶査定

21

【09】録画済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・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
【35】経営の診断又は経営に関する助言，企業における人事・給与に関するコンサルティン
グ，企業における人事・報酬に関する情報の提供，企業の人事・報酬マネジメントに関する
助言，電子出版物の提供
【41】知識又は技芸の教授，研修会の手配及び管理，セミナーの手配及び運営，インター
ネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開
催及びこれらに関する情報の提供
【21】トイレットペーパーホルダー

20

【20】背枕，抱き枕，段差頭枕，乗せ枕，

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.06 拒絶査定

16

【16】絵はがき，カタログ，カレンダー，雑誌，ムック，地図，日記帳，ニューズレター，パンフ 【中間記録情報】
［審査］
レット
2006.02.09 願書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.17 拒絶査定

通常:
2006-008417
標準

通常 2006-008666

通常:
2006-008903
標準

通常:
2006-008904
標準

通常:
2006-010007
標準

通常:
2006-010010
標準

通常 2006-010732

※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］
2006.01.26 願書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 拒絶査定

2008/7/15
16／23

３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,32,33,41,43

57

食育生活＼食育セイカツ＼ショ
クイクセイカツ＼しょくいくせい
通常 2006-010936
かつ＼ＳＨＯＫＵＩＫＵ ＳＥＩＫＡＴ
Ｕ

58

通常:
2006-011624
標準

59

60

テーブルキッチン

ＮＵＯＶＯ

11,20

【11】加熱器，調理台，流し台
【20】家具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.16 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，理髪用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），液体貯蔵槽，工
業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，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。），麦わらさなだ，木製の包装用容器（「コルク製栓・木
製栓・木製ふた」を除く。），竹製の包装用容器，プラスチック製の包装用容器，プラスチック
製きょう木，プラスチック製包装用葉，コルク製栓，プラスチック製栓，プラスチック製ふた，
木製栓，木製ふた，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，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，石こう製彫刻，プラスチッ
ク製彫刻，木製彫刻，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮，あし，い，おにがや，す
げ，すさ，麦わら，わら，きば，鯨のひげ，甲殻，人工角，ぞうげ，角，歯，べっこう，骨，さん
【17】防塵マスク

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.07.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.10 意見書
2006.10.05 拒絶査定

通常:
2006-011691
標準

通常:
2006-011950
標準

17
61

金属無使用

通常 2006-011998

※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］
2006.01.27 願書
2006.02.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.20 拒絶査定

16
くり返しマスター

指定商品・役務
【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，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプキン，紙製タ
オル，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ビール
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，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，電子出版物の提供，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又
は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，
放送番組の制作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，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，当せん金付証票の発売，通訳，翻訳，写真の撮影，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，興行場の座席の手配，運動用具の貸与，
映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，カメラの貸与，光学機械器具の
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，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
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，保育
所における乳幼児の保育，老人の養護，動物の宿泊施設の提供，カーテンの貸与，会議
室の貸与，家具の貸与，加熱器の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与，調理
【16】中学生用の問題集
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.01 願書
2006.07.07 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))
2006.10.06 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

62

63

64

65

商標（見本）

商標

脳育

インテリア・ファッション畳

Ｘ‐Ｐｏｌｙｍｅｒ

学天

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【25】子守帯，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装 【中間記録情報】
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
［審査］
2006.02.15 願書
【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 2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.30 拒絶査定
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
2006.11.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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

27

【27】畳，畳表，畳床，畳べり

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

28

【28】おもちゃ，人形，運動用具，釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.11 意見書
2006.10.11 代理人受任届
2006.10.13 認定･付加情報
2006.10.13 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶査定
2007.08.28 登録料納付
［登録］
2007.08.03 登録査定書
2007.08.28 設定納付書
2007.09.18 登録証

16,35,41,42,45

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく
は証明，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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.13 拒絶査定

通常:
2006-012917
標準

通常:
2006-013266
標準

通常 2006-013512

通常 2006-013602

※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

25,28
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３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

66

67

68

69

70

71

72

商標（見本）

商標

音響乾燥

イモヅル式

水中プランター

福来来

ＮＩフィルム

エヌアイフィルム

ＮＩ－α

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【19】木材，建造物組立セット（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製の 【中間記録情報】
ものを除く。），建具（金属製のものを除く。），可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。）， ［審査］
飛び込み台（金属製のものを除く。）
2006.02.22 願書
2006.02.23 認定･付加情報
【20】家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ，葬祭用具
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.10 拒絶査定

16

【16】新聞，雑誌，双書，ニューズレター，学習参考書の双書，学習参考書，学習問題集，ド 【中間記録情報】
［審査］
リルブック，辞書
2006.02.22 願書
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.10 拒絶査定

21

【21】水耕式植物栽培容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.03.10 手続補正指令書(出願)
2006.03.24 手続補正書
2006.05.02 認定･付加情報
2006.07.21 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))
2006.10.27 拒絶査定

28

【28】おもちゃ，人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.03.09 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.20 拒絶査定

17,20

【17】プラスチック基礎製品，金属はくを積層したプラスチックシート，フィルム生地
【20】プラスチック製の包装用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.02 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)
2006.10.27 拒絶査定

17,20

【17】プラスチック基礎製品，金属はくを積層したプラスチックシート，フィルム生地
【20】プラスチック製の包装用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.02 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)
2006.10.27 拒絶査定

17,20

【17】プラスチック基礎製品，金属はくを積層したプラスチックシート，フィルム生地
【20】プラスチック製の包装用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

通常 2006-015227

通常:
2006-015432
標準

通常:
2006-016044
標準

通常:
2006-016560
標準

通常:
2006-018236
標準

通常:
2006-018237
標準

通常 2006-018238

※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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３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

73

74

75

76

77

78

79

80

商標（見本）

商標

ＮＩ－β

ＮＩ－Σ

ＮＩ－γ

エヌアイベータ

エヌアイアルファ

エヌアイガンマ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【17】プラスチック基礎製品，金属はくを積層したプラスチックシート，フィルム生地
【20】プラスチック製の包装用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

17,20

【17】プラスチック基礎製品，金属はくを積層したプラスチックシート，フィルム生地
【20】プラスチック製の包装用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

17,20

【17】プラスチック基礎製品，金属はくを積層したプラスチックシート，フィルム生地
【20】プラスチック製の包装用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

17,20

【17】プラスチック基礎製品，金属はくを積層したプラスチックシート，フィルム生地
【20】プラスチック製の包装用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

17,20

【17】プラスチック基礎製品，金属はくを積層したプラスチックシート，フィルム生地
【20】プラスチック製の包装用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

17,20

【17】プラスチック基礎製品，金属はくを積層したプラスチックシート，フィルム生地
【20】プラスチック製の包装用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

17,20

【17】プラスチック基礎製品，金属はくを積層したプラスチックシート，フィルム生地
【20】プラスチック製の包装用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 拒絶査定

17

【17】管継ぎ手（金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.08.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.30 拒絶査定

通常 2006-018239

通常 2006-018240

通常 2006-018241

通常:
2006-018242
標準

通常:
2006-018243
標準

通常:
2006-018244
標準

エヌアイシグマ

通常:
2006-018245
標準

ＳＤインクリーザ

通常:
2006-018434
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

17,20
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３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.
81

82

83

84

85

商標（見本）

商標
エスディーインクリーザ

古文書検定

世界市民遺産

世界で最も美しい村

ウッドサンシン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【17】管継ぎ手（金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.08.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.30 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.03.29 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)
2006.10.27 拒絶査定

16

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
【中間記録情報】
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス， ［審査］
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写 2006.02.20 願書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2006.03.17 手続補正指令書(出願)
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製 2006.03.29 手続補正書(方式)
2006.05.08 認定･付加情報
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手 2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文 項16号)
2006.10.20 拒絶査定
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て

16

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
【中間記録情報】
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス， ［審査］
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写 2006.02.20 願書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2006.03.09 職権訂正履歴(職権訂正)
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 2006.03.17 職権訂正通知書(職権訂正)
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，
2006.03.24 手続補正指令書(出願)
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手 2006.03.29 手続補正書(方式)
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文 2006.05.08 認定･付加情報
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2006.07.14 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))
2006.10.20 拒絶査定

15

【15】楽器

通常:
2006-018437
標準

通常 2006-018593

通常 2006-018597

通常 2006-018598

通常:
2006-018635
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

17
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.16 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.20 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
20,21

86

トレーニング＼ＴＲＡＩＮＩＮＧ

通常 2006-018844

16,35,41

87

自己ブランド

通常:
2006-018851
標準

16,41

88

ＩＣＴスペシャリスト

指定商品・役務
【20】家具（但し、寝台を除く），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，
輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを
除く。），カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・
びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属
製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除
く。），木製の包装用容器（「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。），竹製の包装用容器，
プラスチック製きょう木，プラスチック製包装用葉，コルク製栓，プラスチック製栓，プラス
チック製ふた，木製栓，木製ふた，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，
愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，うちわ，せんす，買物かご，家庭用水槽（金属製
又は石製のものを除く。），きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），工具箱（金属製の
ものを除く。），ししゅう用枠，植物の茎支持具，食品見本模型，人工池，ストロー，盆（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。），つい立て，びょうぶ，
ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），旗ざお，ハンガーボード，ベンチ，帽子掛
けかぎ（金属製のものを除く。），マネキン人形，洋服飾り型類，麦わらさなだ，アドバルー
ン，木製又はプラスチック製の立て看板，郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），あ
し，い，おにがや，すげ，すさ，麦わら，わら，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮，き
ば，鯨のひげ，甲殻，人工角，ぞうげ，角，歯，べっこう，骨，さんご，海泡石，こはく
【21】なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類
（貴金属製のものを除く。），アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂糖入れ及び
塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），ナプキンホ
ルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除く。），ようじ
入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー豆ひき器及
びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り分け用へ
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，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
【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
【16】印刷物
【41】パーソナルコンピュータに関する検定試験の実施

通常:
2006-019125
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］
2006.03.03 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.31 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.05 意見書
2006.09.05 手続補足書
2006.10.04 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶査定
2006.11.22 手続補足書
2006.11.22 手続補足書

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.13 意見書
2006.09.15 手続補足書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

2008/7/15
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３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

89

90

91

92

93

94

商標（見本）

商標

ＩＣＴエキスパート

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】印刷物
【41】パーソナルコンピュータに関する検定試験の実施

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.13 意見書
2006.09.15 手続補足書
2006.10.17 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

16,44

【16】雑誌，書籍
【44】医療に関する相談・助言・指導及び情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.27 拒絶査定

21

【21】植木鉢，プランター，家庭園芸用の水耕式植物栽培器

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.30 拒絶査定

28

【28】おもちゃのけん銃，その他のおもちゃ，スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テ 【中間記録情報】
レビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さい ［審査］
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， 2006.03.07 願書
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 2006.04.07 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
具，昆虫採集用具
2006.10.18 拒絶査定

21

【21】不織布からなる化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.07 願書
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 拒絶査定

19,20,40

【19】難燃剤で処理された無機質複合化木材，難燃性化学製品を含浸させた無機質複合
化木材，無機質複合化処理された防腐木材，無機質複合化処理された防蟻木材，無機質
複合化処理された防虫木材，無機質複合化処理された建築用防腐木材，無機質複合化処
理された建築用加工済み木材，無機質複合化処理された住宅用加工済み木材，無機質複
合化処理された建築用及び床張り用の木材，無機質複合化木材製外壁材，無機質複合化
木材製道路標識
【20】無機質複合化木材製立て看板，無機質複合化木材製ベンチ，無機質複合化木材製
ネームプレートおよび標識，無機質複合化木材製家具
【40】木材の無機質複合化加工処理，無機質複合化木材の製材，無機質複合化による木
材の耐火加工，無機質複合化による木材の防汚染被膜加工，無機質複合化による木材の
防腐加工，無機質複合化による木材の防虫加工，無機質複合化による木材の防腐・防蟻・
寸法安定及び難燃処理

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.27 手続補正書
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 認定･付加情報
2006.09.27 意見書
2006.10.26 拒絶査定

通常:
2006-019126
標準

メディカル・オピニオン＼Ｍｅｄｉｃ
通常 2006-019754
ａｌ Ｏｐｉｎｉｏｎ

ＦＲＥＥＰＯＴ＼フリーポット

ＬＤ－２システム

ＦＡＣＩＡＬ ＭＡＳＫ

通常 2006-019893

通常:
2006-020005
標準

通常 2006-020072

ＣＥＲＡＭＩＣ ＷＯＯＤ Ｓｙｓｔｅｍ
通常 2006-025665
＼セラミックウッドシステム

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

中間記録
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３条拒絶（雑貨）２００６．１０.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
28

95

Ｊ－Ｆａｓｈｉｏｎ ｄｏｌｌ＼ジェイ
ファッションドール

指定商品・役務
【28】人形

通常 2006-032217

※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］
2006.04.10 願書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 意見書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶査定

