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３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,20

1

ＳＭＡＲＴＦＩＴ

優先:
2005-004539
標準

09,28

2

ＣＥＬＬ

指定商品・役務

中間記録

【09】コンピュータ用キャリングケース，コンピュータ用キーボード，キーパッド，コンピュータ
マウス，トラックボール，コンピュータ用入力装置，モニターを支えるために特別に設計され
たコンピュータスタンド，ラップトップを支えるために特別に設計されたコンピュータスタンド，
コンピュータモニター及びラップトップコンピュータ用の取り付けラック，コンピュータマウス
のユーザーのためのリストレスト及びリストサポート，コンピュータ用のセキュリティアラーム
及びセキュリティロック，コンピュータ用の照明装置，コンピュータ用のディスプレイ装置及
びディスプレイ装置用のフィルター，コンピュータハードウェア，コンピュータソフトウェア，コ
ンピュータ周辺機器，コンピュータ附属品，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アー
ク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬
貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案
用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算
機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション
用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，
スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，
鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水
用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相
機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気
ブザー，電気通信機械器具，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，レコード，メ
【09】マイクロプロセッサー，中央処理装置，パーソナルコンピュータ及びその部品・附属
品，携帯情報端末，コンピュータソフトウェア，コンピュータプリンター，光ディスクドライブ，
磁気ディスクドライブ，コンピュータ用マザーボード・ハードディスクドライブ・キーボード・モ
ニター，その他の電子応用機械器具及びその部品，テレビジョン受信機，液晶テレビジョン
受信機，プラズマディスプレイテレビジョン受信機，プロジェクションテレビジョン受信機，ＤＶ
Ｄプレーヤー，ＤＶＤレコーダー，ＣＤプレーヤー，ＣＤレコーダー，ＭＤプレーヤー，ＭＤレ
コーダー，ハードディスクプレーヤー，デジタルオーディオプレーヤー，テープレコーダー，ビ
デオテープレコーダー，ハードディスクレコーダー，ハードディスクビデオレコーダー，ビデオ
カメラ，デジタルカメラ，ヘッドホン，イヤホン，アンプリファイヤー，チューナー，スピーカー，
車載用オーディオ／ビデオシステム及びその部品・附属品，その他の電気通信機械器具，
家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品・附属品
【28】携帯用液晶画面ゲームおもちゃ及びその部品・附属品

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.21 願書
2005.03.31 優先権証明書提出書
2005.05.06 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.01 手続補正書
2006.05.01 意見書
2006.05.01 手続補足書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶理由通知書(その他(第4条1項11号を
除く))
2006.07.03 手続補正指示書(審査官)
2006.11.21 拒絶査定

通常:
2005-004606
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］
2005.01.24 願書
2005.01.24 認定･付加情報
2005.10.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.11.09 上申書
2005.11.09 認定･付加情報
2005.12.09 上申書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.01.06 上申書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.01.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.09 上申書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.03.10 上申書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.04.10 上申書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.05.15 上申書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.06.12 上申書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶査定
2007.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.22 代理人受任届
2007.02.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.22 上申書
2007.02.28 手続補足書
2007.04.02 手続補正書
2007.04.02 手続補足書
2007.04.02 手続補正書
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

商標（見本）

3

4

商標

大人のぬりえ

燐票＼ＭＡＴＣＨ ＬＡＢＥＬ

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

【16】ぬり絵付きスケッチブック，ぬり絵用鉛筆，ぬり絵用筆ペン，ぬり絵用クレヨン，ぬり絵 【中間記録情報】
［審査］
用パステル
2005.03.29 願書
2005.11.11 拒絶理由通知書(第4条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.20 上申書
2006.01.20 手続補正書
2006.01.20 手続補足書
2006.01.20 意見書
2006.02.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.04.03 伺い書
2006.04.14 伺い回答書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.10 拒絶査定

16

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
【中間記録情報】
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス， ［審査］
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写 2005.05.06 願書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2005.05.06 認定･付加情報
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製 2005.11.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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， 号)
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手 2005.12.26 意見書
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文 2005.12.27 認定･付加情報
2006.10.30 伺い書
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2006.11.06 拒絶査定
2006.11.10 伺い回答書
2007.01.26 手続補正書
2008.01.17 登録料納付
2008.04.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2008.01.09 登録査定書
2008.01.17 設定納付書
2008.02.05 登録証

通常:
2005-027194
標準

分割 2005-039511

指定商品・役務

16
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,05,21

5

ホルミスラドンの湯

通常:
2005-048657
標準

28

6

立体商標

指定商品・役務

中間記録

【01】バードガスタイン天然鉱石を主とした粉末状の天然温泉鉱石や遠赤外線セラミックス
などに粘土を加え成形し高温で焼結したものをステンレス製や樹脂製等の容器に詰めて浴
槽内で使用する湯水改良剤，天然鉱石を用いた浴槽用磁気・遠赤外線又はラドン等発生
剤，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
【05】天然鉱石を用いた入浴剤，ラドン・遠赤外線・磁気等を生じる鉱石からなる入浴剤，そ
の他の入浴剤，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
【21】バードガスタイン天然鉱石を主とした粉末状の天然温泉鉱石や遠赤外線セラミックス
などに粘土を加え成形し高温で焼結したものをステンレス製や樹脂製等の容器に詰めて浴
槽内に沈めて使用する温浴具，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
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.01 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.17 拒絶査定

通常:
2005-048806
立体

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 願書
2005.07.15 手続補正指令書(出願)
2005.07.21 上申書
2005.07.26 認定･付加情報
2006.01.06 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))
2006.02.15 意見書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.02.15 手続補足書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.26 意見書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.07.27 手続補足書
2006.08.23 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2007.01.18 手続補正書
2007.01.19 手続補足書
2007.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,10,16,28,35,41

7

ＳＴＯＰ ＴＨＥ Ｓ．Ｔ．Ｄ．＼性
感染症の予防

通常 2005-060129

16
8

電子化基準表

通常:
2005-061628
標準

20

9

スタイリッシュハンガー

通常:
2005-064451
標準

20

10

スマートハンガー

通常:
2005-064452
標準

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

指定商品・役務
【09】ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード可能な映像，録音済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ・光ディスク・その他の録音済み記録媒体，映写フィルム，スライドフィルム，電子
出版物，録画済みビデオディスク・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスク・そ
の他の録画済み記録媒体
【10】避妊用具
【16】印刷物
【28】おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提
供
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，映画・放送番組用のビデオの制作，その他の放送番組の制作，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。），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。），映写フィルムの貸与，雑誌等の図書の貸与又はこれに関す
る情報の提供，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済みビデオディスク・ビデオ
【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
【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，ホースリール，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
【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，ホースリール，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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.01 願書
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.02 手続補正書
2006.02.02 意見書
2006.11.17 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2006.08.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 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)
2006.03.06 意見書
2006.11.10 拒絶査定
2008.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.07.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 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)
2006.03.06 意見書
2006.11.10 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
20

11

12

13

14

スリムハンガー

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.13 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)
2006.03.06 意見書
2006.11.10 拒絶査定

20

16

【16】カタログ，雑誌，新聞，ニューズレター，パンフレット

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2005.08.02 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.10 拒絶査定

16,36

【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
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，クレジットカードの発行の取次ぎ，クレジットカード利用
者に代わってする支払代金の清算，デビットカード利用者に代わってする支払代金の清
算，電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算，移動体電話又は電子計算機端末
を用いた通信による預金の残高照会の代行，預金口座に関する情報の提供，通信による
振込・振替の提供，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券
の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取
引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有
価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外
国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.04 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.07 拒絶査定

通常:
2005-064453
標準

ＰＣ ＣＬＥＡＮ ＲＡＣＫ＼ＰＣ ク
通常 2005-069728
リーンラック

選べるカタログギフト

カードレスカード

通常 2005-069764

通常:
2005-072166
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】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，ホースリール，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
【20】パ－ソナルコンピュ－タラック，電子・電気機器等収納棚
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2005.08.04 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,36

15

バーチャルカード

通常:
2005-072167
標準

16

16

サッパリ

通常:
2005-087707
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
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
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資金
の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，クレジットカードの発行の取次ぎ，クレジットカード利用
者に代わってする支払代金の清算，デビットカード利用者に代わってする支払代金の清
算，電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算，移動体電話又は電子計算機端末
を用いた通信による預金の残高照会の代行，預金口座に関する情報の提供，通信による
振込・振替の提供，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券
の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取
引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有
価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外
国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製乳幼児用使い捨ておしめ（パンツ式のものを含む。），紙製乳幼児
用使い捨てトレーニングパンツ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，アルミニウム箔を蒸
着した食品保存用プラスチック袋，ジッパー付き食品保存用プラスチック袋，ジッパー付き
食品保存・電子レンジ調理用プラスチック袋，家庭用食品包装用プラスチック製袋，家庭用
食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャ
コ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，アルコールを含浸させてなる
ウェットティッシュペーパー，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふ
き，紙製ハンカチ，合成紙製調理用シート，家庭調理用食品加熱シート，食品の水分・生臭
み吸収シート及び袋，調理用濾過シート及び袋，台所用ゴミ入れ用水切り袋，合成紙製台
所用ふきん，キッチンペーパー，食品用紙製鮮度保持シート，食品用不織布製鮮度保持
シート，その他の食品用鮮度保持シート，化粧落とし用紙ナプキン，荷札，印刷したくじ（お
もちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.04 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.07 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.09.20 認定･付加情報
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.30 上申書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.07.06 意見書
2006.07.06 手続補足書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.08.08 認定･付加情報
2006.11.20 拒絶査定
2007.02.28 手続補正書
2007.02.28 手続補足書
2008.02.13 登録料納付
［登録］
2008.01.15 登録査定書
2008.02.13 設定納付書
2008.03.04 登録証

2008/8/12
8／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

17

18

商標（見本）

商標

ＯＮＥＧＬＯＶＥ

すっぴんゴージャス肌

種別 出願番号

区分

ＯＸＦＯＲＤ

03,21,41

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2005.09.29 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.09.30 認定･付加情報
毛
2006.02.15 刊行物等提出書
2006.03.14 認定･付加情報
【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
2006.03.17 刊行物等提出による通知書
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 2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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。）， 2006.11.30 拒絶査定
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
【21】家庭用及び料理用の陶磁器製品・ガラス製品・クリスタル製品及びその他の製品
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.07 拒絶査定

優先:
2005-091048
標準

通常:
2005-091159
標準

通常:
2005-101379
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】事故防護用手袋
【17】絶縁手袋

21
19

指定商品・役務

09,17

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.10.21 優先権証明書提出書
2005.11.21 認定･付加情報
2005.11.21 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.15 期間延長請求書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.07.14 意見書
2006.07.14 手続補足書
2006.07.14 認定･付加情報
2006.08.14 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2007.02.23 手続補正書(方式)
2007.03.13 手続補正書(方式)
2007.03.13 手続補足書
2008.03.03 登録料納付
［登録］
2008.02.08 登録査定書
2008.03.03 設定納付書
2008.03.25 登録証

2008/8/12
9／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

２０Ｑ

21

§ＳＡＳＨ＼Ｅ・ＳＨＩＫＩ（ＭＡＴ）＼
挿絵紙器（マット）∞ＳＡＳＨ＼
Ｅ・ＳＨＩＫＩ（ＭＩ∞ＳＲＡ）＼挿絵
紙器（味皿）∞ＴＳ＼ＴＳ∞Ｕ・ＭＩ
通常 2005-110129
∞ＳＡＳＨ＼Ｅ・ＳＨＩＫＩ（ＣＡＰ）＼
挿絵紙器（キャップ）∞ＳＡＳＨ＼
Ｅ・ＳＨＩＫＩ（ＴＳ＼ＴＳ∞Ｕ・ＭＩ）＼
挿絵紙

22

ファインクリア＼ＦＩＮＥＣＬＥＡＲ 通常 2005-111262

23

ＷＡＴＡＳＨＩＷＡ ＡＮＡＴＡＮＯ
ＫＯＫＯＲＯＷＯ ＹＯＭＵＫＯＴＯ
ＧＡ＼ＤＥＫＩＭＡＳＵ（ＡＮＡＴＡＮ 通常 2005-114620
Ｏ ＫＯＫＯＲＯＨＡ ＯＭＩＴＯＵＳ
ＨＩ）

レディースハンガー

指定商品・役務

16

【16】打ち抜きプレス加工にて挿絵を施した紙製ランチョンマット・紙製食卓用マット，打ち抜 【中間記録情報】
きプレス加工にて挿絵を施した紙製皿，打ち抜きプレス加工にて挿絵を施した紙製食器用 ［審査］
蓋，打ち抜きプレス加工にて挿絵を施した紙製食品包装器用蓋，抜き抜きプレス加工にて 2005.11.09 願書
2006.01.23 手続補正書
挿し絵を施した紙製箸置き，打ち抜きプレス加工にて挿絵を施した紙製食器類
2006.05.12 審査官通知(その他の通知)(期間無)
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))
2006.06.08 手続補正書
2006.06.08 意見書
2006.11.24 拒絶査定

21,34

【21】ガラス製の食器類，食品保存用ガラス瓶，ガラス製のこしょう入れ・砂糖入れ及び塩振
り出し容器，ガラス製の卵立て，ガラス製のようじ入れ，ガラス製のレモン絞り器，ガラス製
のろうそく消し及びろうそく立て，ガラス製の風鈴
【34】ガラス製の喫煙用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2005.11.28 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)
2006.07.13 手続補正書
2006.07.13 代理人受任届
2006.07.13 意見書
2006.07.14 手続補足書
2006.07.14 認定･付加情報
2006.07.14 認定･付加情報
2006.07.14 認定･付加情報
2006.08.14 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定

09,28

【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.08 拒絶査定

21

【21】物干し用ハンガー

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.01.23 手続補正書(方式)
2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.08 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2005-115060
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】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

優先:
2005-104810
標準

20

24

区分
09,28

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.16 優先権証明書提出書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.15 期間延長請求書
2006.11.08 拒絶査定

2008/8/12
10／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

25

26

27

28

29

30

商標（見本）

商標

ＭＡＤＥ ＩＮ ＫＹＯＴＯ

カガミよカガミ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【20】葬祭用具，家具，木製彫刻

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.01.31 手続補正書(方式)
2006.03.08 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

21

【21】懐中鏡

【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1項各号)
2006.07.03 意見書
2006.11.24 拒絶査定

21

【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.07.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.02 拒絶査定
2006.11.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.14 手続補正書
2008.04.04 登録料納付
［登録］
2008.03.05 登録査定書
2008.04.04 設定納付書
2008.04.22 登録証

21

【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.07.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.02 拒絶査定

28

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

28

【28】鉄道模型，鉄道模型おもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2005-117648
標準

通常:
2005-118718
標準

フラットデザイン＼ｆｌａｔ ｄｅｓｉｇｎ 通常 2005-119823

トライアルキット＼ｔｒｉａｌ ｋｉｔ

通常 2005-119824

インラインスキー＼Ｉｎ－ｌｉｎｅ Ｓ
通常 2005-119944
ｋｉ

ＺＪ ゲージ＼ＺＪ

通常 2005-120133

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

中間記録

20
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2008/8/12
11／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

31

32

33

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 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)
2006.11.24 拒絶査定

21

【21】椅子型簡易便器，家庭用簡易便器，介護用簡易トイレ，寝室用簡易便器

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.27 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 拒絶査定

03,21

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2005.12.09 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
毛
項16号)
2006.07.18 意見書
【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
2006.07.18 手続補足書
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 2006.07.18 代理人受任届
2006.07.26 認定･付加情報
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 2006.07.26 認定･付加情報
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。）， 2006.08.14 認定･付加情報
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 2006.11.21 拒絶査定
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，栓抜き，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，また板，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。），掃除用具及び洗濯用具，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
【16】絵本
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2005.12.28 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.07 拒絶査定

ＢＵＢＢＬＥ ＵＰ＼バブルアップ 通常 2005-120291

気分爽快

図形商標

音読絵本

通常:
2005-120328
標準

通常 2005-120794

通常:
2005-122220
標準
16

35

認知発達教材

【16】文房具，印刷物

通常:
2005-122325
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】せっけん用ディスペンサー，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

16
34

指定商品・役務

21
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.28 願書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.06.21 伺い書
2006.06.30 伺い回答書
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.06 拒絶査定

2008/8/12
12／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,14,16,25,28,41

36

みんなのトニオちゃん

通常:
2005-123037
標準

指定商品・役務

中間記録

【09】コンピュータ用のプログラム，コンピュータ用のゲームプログラムを記録させた電子回
路・磁気ディスク・その他の記録媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ，業務用のテレビゲー
ム機，コンピュータ又は移動体電話機による通信を用いてのダウンロードが可能な電子計
算機用プログラム，コンピュータ又は移動体電話機による通信を用いてのダウンロードが
可能な電子出版物，レコード及び録音済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク，携帯電
話機，音楽再生用プレーヤー，携帯電話機用ストラップ・その他の付属品，マウスパッド，
電気通信機械器具，電子応用機械器具の部品
【14】貴金属，身飾品，時計とその部品及び付属品
【16】紙製包装用容器，衛生手ふき，型紙，紙製テーブルクロス，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，荷札，雑誌，新聞，写真，写真立
て，文房具類
【25】被服，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用の特殊靴
【28】おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，釣り具，ゲーム用品，遊戯用カード
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，美術品の展示，音響用の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，コンピュータグラフィックデザイン及びデジタルメ
ディアコンテンツの分野に関する知識の教授，コンピュータグラフィックデザイン及びデジタ
ルメディアコンテンツの分野に関するセミナー・ワークショップ・トレーニングセッションの企
画・開催・運営

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.01.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.25 手続補正指示書(審査官)
2006.11.24 拒絶査定
2006.12.05 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.03.05 手続補正書(方式)
2007.03.05 手続補正書
2007.03.05 手続補正書
2007.11.19 手続補正書
2008.04.14 登録料納付
［登録］
2008.03.12 登録査定書
2008.04.14 設定納付書
2008.05.13 登録証

03,05,16,29,30,31,3 【03】せっけん類，歯磨き，化粧品
【05】薬剤
2
37

灯盞細辛

通常:
2006-001127
標準

10,11,25,27
38

温泉シート

通常:
2006-002617
標準

10,11,25,27
39

健康シート

通常:
2006-002619
標準

21
40

密着ブラシ

通常:
2006-003938
標準

21
41

小回りブラシ

【中間記録情報】
［審査］
【16】印刷物
2006.01.11 願書
【29】キク科の植物またはそのエキスを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・カプセル状・顆 2006.08.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
粒状・液状及びゼリー状にした加工食品
項16号)
【30】キク科の植物を主原料とする茶及びティーバッグ状の茶
2006.11.02 拒絶査定
【31】茶の葉
【32】キク科の植物を使用した清涼飲料，キク科の植物を使用した果実飲料
【10】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った腰当てベルト，遠赤外線放射 【中間記録情報】
粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った肩当てベルト，遠赤外線放射粉末を混入したゴム ［審査］
や合成樹脂で造った膝当て
2006.01.17 願書
【11】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った浴槽内の敷物
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【25】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った手首サポーター，遠赤外線放 号)
射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った足首サポーター，遠赤外線放射粉末を混入し
2006.11.17 拒絶査定
たゴムや合成樹脂で造った靴，遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った靴
中敷
【10】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った腰当てベルト，遠赤外線放射 【中間記録情報】
粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った肩当てベルト，遠赤外線放射粉末を混入したゴム ［審査］
や合成樹脂で造った膝当て
2006.01.17 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
【11】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った浴槽内の敷物
【25】遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った手首サポーター，遠赤外線放 第4条1項11号)
射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った足首サポーター，遠赤外線放射粉末を混入し
2006.11.17 拒絶査定
たゴムや合成樹脂で造った靴，遠赤外線放射粉末を混入したゴムや合成樹脂で造った靴
中敷
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.13 拒絶査定
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

通常:
2006-003939
標準

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

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.13 拒絶査定

2008/8/12
13／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16

42

Ｈｅｒｂｓ ｍｅｎｔｈｏｌｅ

通常 2006-004017

28
43

44

45

46

パウダー イン

風水＼カラーパター

Ｘ４２０

ＴＩＭＢＥＲ ＣＲＡＦＴ＼ティン
バークラフト

通常 2006-004185

指定商品・役務

28

【28】ゴルフ用パター

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定

28

【28】ゴルフクラブ，ゴルフクラブのヘッドカバー及びゴルフバッグ

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

19,20

【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，プラスチック製の壁材・プラスチック製の
間仕切り壁・その他の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，木製の壁材，
木製の間仕切り壁，石材，建築用ガラス，建築用ガラス製の間仕切り壁，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
彫刻，大理石製彫刻，鉱物性基礎材料，屋外用ブラインド（金属製のもの及び織物製のも
のを除く。）
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.02.17 手続補正書
2006.02.24 手続補正指令書(出願)
2006.03.01 上申書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定

通常 2006-004919

通常:
2006-006753
標準

通常 2006-006946

※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】ハーブ及びメンソールを含有するティッシュペーパー，その他のハーブ及びメンソール 【中間記録情報】
［審査］
を含有する紙類
2006.01.20 願書
2006.01.20 認定･付加情報
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.14 手続補正書
2006.07.14 認定･付加情報
2006.07.14 認定･付加情報
2006.07.14 意見書
2006.11.21 拒絶査定
【28】運動用具
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,41,44

47

植物介在療法

49

50

公務員の名刺

ＷＲＡＰＰＩＮＧ ＲＯＬＬ

脳年齢脳ストレス計

16

【16】紙類，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手ふき，紙製幼児用おしめ，衛生おしりふき

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
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
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定

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，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.12 刊行物等提出書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.14 刊行物等提出による通知書
2006.08.11 意見書
2006.10.06 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.06 認定･付加情報
2006.10.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.17 拒絶査定
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 代理人受任届
2006.12.15 手続補足書
2006.12.15 手続補正書
2007.02.01 手続補正書
2007.02.01 手続補正書
2007.03.02 手続補正書
2007.03.05 手続補足書
2007.12.13 登録料納付
［登録］
2007.12.07 登録査定書
2007.12.13 設定納付書
2008.01.15 登録証
2008.01.29 登録証(再発行)

通常:
2006-006962
標準

通常:
2006-008821
標準

通常:
2006-009535
標準

通常:
2006-010008
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］
2006.01.17 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

09,16

48

指定商品・役務
【16】印刷物
【41】園芸に関する知識及び技術の教授，園芸に関するセミナーの企画・運営又は開催，
植物の供覧，庭園の供覧，園芸に関する書籍の制作，娯楽のための貸し農園の提供，園
芸を活用した介護福祉施設における知識の教授，園芸を活用した介護福祉に関する講演
会・研修会の企画・運営又は開催，施設における知識の教授，園芸を活用した介護者の養
成に関する知識の教授，園芸を活用した介護に関する雑誌の貸与
【44】庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，雑草の防除，有害動物の防除
（園芸に関するものに限る。），植木の貸与，植木鉢・園芸挟み・家庭園芸用の水耕式植物
栽培器・くわ・鋤及びレーキの貸与，芝刈機の貸与，防虫対策の指導・助言（園芸に関する
ものに限る。），園芸を活用した治療法に関する指導，園芸を活用した治療法に関する情
報の提供，園芸を活用した治療法による治療
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【16】印刷物
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.02.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.20 意見書
2006.09.20 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28

51

52

53

54

アタマスキャン

Ｅプリント用紙

トイレちゃん

チップボードパーチション

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.03.06 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)
2006.08.11 意見書
2006.10.06 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.06 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶査定
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 手続補正書
2006.12.15 代理人受任届
2007.03.15 上申書
2007.03.28 手続補正書
2007.03.29 手続補足書
2007.12.13 登録料納付
［登録］
2007.12.07 登録査定書
2007.12.13 設定納付書
2008.01.15 登録証
2008.01.29 登録証(再発行)

16

21

【21】災害時用・アウトドア用簡易トイレ及びその他の簡易トイレ

【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条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.10 拒絶査定

16

【16】紙製包装用仕切り材，紙製包装用緩衝材，紙製包装用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

通常:
2006-010009
標準

通常:
2006-010059
標準

通常:
2006-011409
標準

通常:
2006-012279
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】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
【16】紙類
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.17 拒絶査定

2008/8/12
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３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
06,11,19,21

55

くろがねいろ

通常 2006-012307

16

56

岩盤浴

通常 2006-013048

20
58

スペースユニット

【11】電気温度調整機能付きベッド・椅子・腰掛・ベンチ・家具・寝具・寝台，愛玩動物用の電
気温度調整機能付きベッド・椅子・腰掛・ベンチ・家具・寝具・寝台
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，毛布，敷布，布団カバー，ベッド，椅子，腰掛，
家具，寝具，寝台，ベンチ，スリーピングバッグ，犬小屋，小鳥用巣箱，木箱，愛玩動物用
のベッド・椅子・腰掛・家具・寝具・寝台・ベンチ・スリーピングバッグ
【44】美容，理容，医療，治療，介護，マッサージ，エステティック美容，美容・理容・医療・治
療・介護・マッサージ・エステティック美容・入浴・温浴など施設の提供，美容・理容・医療・治
療・介護・マッサージ・エステティック美容・入浴・温浴・ダイエット・健康管理に関する助言や
コンサルティングなどの情報の提供，美容・理容・医療・治療・介護・マッサージ・エステ
ティック美容・入浴・温浴・ダイエット・健康管理に関する機械器具の貸与
【20】家具，つい立て，びょうぶ

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.03 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.24 拒絶査定

通常:
2006-013733
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］
2006.02.14 願書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.27 拒絶査定

ＬＯＴＩＯＮ ＴＩＳＳＵＥ＼ローショ
通常 2006-012387
ンティシュー

11,20,44

57

指定商品・役務
【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，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光
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
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖冷房装置，冷凍機
械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いすを除く。），業務用
加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用栓，タンク用水位制
御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽熱利用温水器，浄
水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座金，水道蛇口用ワッ
シャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄水
器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，かいろ，かいろ
灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用い
す，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，化学物質を充てんした保温保冷具，火鉢類
【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ
んが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築
【16】ウェットティッシュペーパー，ティッシュペーパー
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.14 願書
2006.02.14 認定･付加情報
2006.08.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.17 願書
2006.02.17 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．１１.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

09,14,16,18,20,21,2 【09】耳栓，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流 【中間記録情報】
機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具， ［審査］
4,25,26,28,41

59

ゲームスチャンネル

通常 2006-015692

16,41

60

Ｇｏｕｒｍｅｔ

通常 2006-015761

09,16,37,42

61

ＳＹＳＴＥＭ Ｘ

優先:
2006-016431
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。

光学機械器具，眼鏡，加工ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具
（携帯電話用ストラップ，携帯電話用のスクリーンクリーナー付のストラップ，携帯用コンパ
クトディスクプレーヤー専用の収納及び持運びケース・バッグ，その他の電気通信機械器
具の部品及び附属品を含む。），ダウンロード可能な移動体電話用コンピュータプログラ
ム・待ち受け画像・着信音用音楽・着信音用音声，ダウンロード可能なコンピュータ用プロ
グラム及び同追加データ，コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テー
プ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品
（マウスパッド，キーボードカバー，メモリーカードその他の周辺機器を含む。），レコード（録
音済みコンパクトディスクを含む。），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その他の記憶媒体，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務
用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機の筐体，業務用テレビゲーム機のプログラムを
記憶させた電子回路その他の記憶媒体，業務用ゲーム機のプログラム，業務用テレビ
ゲーム機の部品及び付属品，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム及び
同追加データ，スロットマシン，運動技能訓練用シミュレーター，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，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，鉄道用信号機，火災報知機，ガス漏れ警報器，
盗難警報器，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火
装置，消防艇，消防車，自動車用シガーライター，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマス
ク，防毒マスク，溶接マスク，磁心，抵抗線，電極，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ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，ダウンロード可能な
画像，電子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，業務用ゲーム機用メダル貸
出機，遊戯用メダル貸出機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，硬貨の計数用又
【16】雑誌
【41】インターネットによる娯楽情報の提供

2006.02.22 願書
2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.20 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.23 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.20 手続補正書
2006.10.20 意見書
2006.11.17 拒絶査定
2007.02.09 手続補足書
2007.03.09 手続補正書
2007.10.11 登録料納付
［登録］
2007.10.09 登録査定書
2007.10.11 設定納付書
2007.11.13 登録証
【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
【中間記録情報】
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， ［審査］
2006.02.24 願書
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
2006.02.28 優先権証明書提出書
【16】紙類，印刷物，文房具類
2006.03.29 認定･付加情報
【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 2006.03.29 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2006.09.12 期間延長請求書
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
2006.10.13 意見書
【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 2006.10.16 手続補足書
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
2006.10.16 認定･付加情報
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
2006.11.15 認定･付加情報
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
2006.11.21 拒絶査定
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
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,37,42

62

ＳＹＳＴＥＭ Ｚ

優先:
2006-016432
標準

09,16,37,42

63

ＳＹＳＴＥＭ Ｉ

優先:
2006-016438
標準

09,16,37,42

64

ＳＹＳＴＥＭ Ｐ

優先:
2006-016440
標準

21
65

しゃっきりタワシ

指定商品・役務
【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
【21】くまで，洗濯板，洗濯挟み，洗濯ブラシ，洗面器，雑巾，たらい，たわし，ちりかご，ちり
取り，バケツ，はたき，張り板，ほうき，モップ，物干しざお，物干し用ハンガー

通常 2006-016614

※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］
2006.02.24 願書
2006.02.28 優先権証明書提出書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.03.30 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 期間延長請求書
2006.10.13 意見書
2006.10.16 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.28 優先権証明書提出書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.03.29 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.12 期間延長請求書
2006.10.13 意見書
2006.10.16 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定
2007.02.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.28 優先権証明書提出書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.03.29 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 期間延長請求書
2006.10.13 意見書
2006.10.16 手続補足書
2006.10.16 認定･付加情報
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.10 拒絶査定
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No.

66

67

68

商標（見本）

商標

一閑張

ＮＡＧＡＹＡ＼長屋

文具ネット

種別 出願番号

区分

グリーンケース

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.07.05 職権訂正履歴(職権訂正)
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))
2006.11.10 拒絶査定
2008.01.21 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］
2006.02.14 願書
2006.03.17 手続補正指令書(出願)
2006.03.23 手続補正書(方式)
2006.05.01 認定･付加情報
2006.05.01 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

16

【16】文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，紙製ごみ収集用
袋，紙製のぼり，紙製旗，荷札，印刷物，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，家庭用食品包装フィルム，プラスチック製ごみ収集用
袋，型紙，裁縫用チャコ，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製
テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テー
【16】紙製包装用容器，段ボール箱，段ボール製包装用容器

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.28 願書
2006.07.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.02 拒絶査定

【20】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。），机類，
いす類，ベンチ，アウトドア用チェアー，キャンプ用いす，レジャーチェアー，椅子型踏み台，
椅子兼用踏み台，金属製腰掛，折りたたみ可能な椅子，折りたたみ可能な腰掛いす，折り
たたみ式いす
【28】釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.07.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.02 拒絶査定

通常:
2006-017101
標準

通常 2006-017122

通常:
2006-017361
標準

通常 2006-017827

20,28
70

一枚物

通常:
2006-017977
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】書籍箱，雑誌，絵の具箱，筆箱，筆立て，定期刊行物，ポスター，出版物，文房具用
小箱
【20】貯蔵箱，おもちゃ箱，家具，手提げバスケット、
【21】鉢，ごみ箱，パンかご，盆，弁当箱，食卓用皿，食品の保存用断熱容器

16
69

指定商品・役務

16,20,21

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.01 願書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.07.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.09 拒絶査定

2008/8/12
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,39,41,43

71

リゾートステイ

通常:
2006-018415
標準

16,35,42

72

ソウルアクセス＼Ｓｅｏｕｌ Ａｃｃｅ
通常 2006-018639
ｓｓ

※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】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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.03.02 願書
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， 2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
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
2006.11.13 拒絶査定
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，
【16】印刷物
【中間記録情報】
【35】広告，インターネット上での広告スペースの提供，トレーディングスタンプの発行，経営 ［審査］
の診断及び指導，市場調査，レコード・録音済み磁気テープ・録画済み，磁気テープ又は録 2006.02.17 願書
2006.02.17 早期審査に関する事情説明書
画済みＣＤ－ＲＯＭの販売に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，商品
の売上又は売上ランキング情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業の 2006.03.27 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
あっせん，競売の運営，電子計算機端末による通信を利用した競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，電子計算機端末による通信を利用した通信販売の注文・受付・ 2006.03.28 早期審査に関する報告書
2006.03.31 早期審査選定結果の通知書
発注に関する事務処理代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子
2006.03.31 出願番号特定通知書
計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，文書又は磁気
テープのファイリング，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプラ 2006.08.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
イター・複写機及びワードプロセッサの貸与，雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の 第4条1項11号)
提供
2006.11.24 拒絶査定
【42】宿泊施設の提供に関する情報の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，
飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供，入浴施設の提供に関する情報の提
供，気象情報の提供，求人情報の提供，ファッション情報の提供，地図情報の提供，結婚
又は交際を希望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供に
関する情報の提供，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・作成又は保守に関する情報の提供，著作権の利用に関する契約の代理又は媒
介，雑誌・新聞に掲載された記事に関する情報の提供，電子計算機等を用いて行う情報処
理，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・磁気テープその他の周辺機器を含む。）の貸与，電子計算機端末による通信を用
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16,35,43

73

Ｖｉａ Ｈａｗａｉｉ

通常:
2006-021498
標準

05,16

74

ケアパンツ

通常:
2006-021509
標準

16,25

75

デビューセット

通常:
2006-021510
標準

16
76

言葉の力

子ども安全マップ

通常:
2006-021713
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］
2006.03.10 願書
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.27 拒絶査定

【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】電子出版物の提供
【45】インターネット等による地図情報の提供，その他の地図情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.08.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 拒絶査定

通常:
2006-021711
標準
16,41,45

77

指定商品・役務
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【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，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
【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，衛生又は生理用パンティライナー，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，失禁用ナプ
キン，失禁用パッド，失禁用パンツ，失禁用ライナー，失禁用おしめ，失禁用吸収性ショー
ツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製乳幼児用使い捨ておしめ（パンツ式のものを含む。），紙製乳幼児
用使い捨てトレーニングパンツ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，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，アルコールを含浸させてなるウェットティッ
シュペーパー，衛生手ふき，キッチンペーパー，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特
【16】印刷物
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.08.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.07.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.20 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.13 願書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.02 意見書
2006.10.02 代理人受任届
2006.10.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.08 認定･付加情報
2006.11.08 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定
2007.07.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16

【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】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
【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，仮装用衣服，運動用特
【16】名鑑

17

【17】オイルフェンス，シルトフェンス（海洋・湖沼汚濁防止膜）

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.13 拒絶査定

16,45

【16】不動産の経済的価値を表示する地図
【中間記録情報】
【45】不動産の経済的価値を表示する地図情報の提供，インターネット又は移動体電話に ［審査］
よる通信若しくはその他の通信手段を利用した不動産の経済的価値を表示する地図情報 2006.03.14 願書
2006.03.14 認定･付加情報
の提供
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 意見書
2006.09.12 手続補足書
2006.09.13 認定･付加情報
2006.10.12 認定･付加情報
2006.11.27 拒絶査定

16,45

【16】不動産の経済的価値を表示する地図
【中間記録情報】
【45】不動産の経済的価値を表示する地図情報の提供，インターネット又は移動体電話に ［審査］
よる通信若しくはその他の通信手段を利用した不動産の経済的価値を表示する地図情報 2006.03.14 願書
2006.03.14 認定･付加情報
の提供
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.12 意見書
2006.09.12 手続補足書
2006.09.12 認定･付加情報
2006.10.12 認定･付加情報
2006.11.27 拒絶査定

14,16,18,25

78

79

80

81

82

ｗｏｒｄｒｏｂｅ

通常 2006-022021

全国議会議員名鑑＼Ａｌｌ Ｊａｐａ
通常 2006-022324
ｎ Ｄｉｅｔ Ｍｅｍｂｅｒｓ’Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ

分画フェンス

適地マップ

適地＼マップ

通常 2006-022580

通常:
2006-022587
標準

通常 2006-022588

※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］
2006.03.01 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定
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83

84

85

商標（見本）

商標

ノングルー＼ＮＯＮ－ＧＬＵＥ

ハイミラー＼ＨＩ－ＭＩＲＲＯＲ

ＳＯＦＴ ＧＲＥＹ

種別 出願番号

区分

87

88

ハンガーネット

合格シリーズ

アイソメトリクス

20

【20】鏡

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.14 願書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.10 拒絶査定

16

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.11.10 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，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，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，紙製テーブルクロ
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），おけ用ブラシ，金ブラシ，管
用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，ガラス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラ
ス製ふた」を除く。），陶磁製包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製の
ものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米
びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・
砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除
く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のも
のを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式の
コーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タ
ルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，よう
じ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロ
ン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，植木鉢，家庭園
芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，トイレットペーパーホ
ルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），紙タオル取り出し用金属製箱，靴脱ぎ器，せっけ
ん用ディスペンサー，香炉，電気式歯ブラシ，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），靴ブ
ラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，シューツリー，コッフェル，トイレ清掃用ブラシ，
トイレ用コーナーポット，ランチョンマット（紙製及び織物製のものを除く。），せっけん用ト
【16】書籍，その他の印刷物

20

【20】まくら，マットレス

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.10 拒絶査定

通常 2006-022666

通常 2006-022690

通常:
2006-023043
標準

通常:
2006-023236
標準

通常:
2006-023938
標準

通常:
2006-023975
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】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］
2006.03.14 願書
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
2006.03.14 認定･付加情報
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

21

86

指定商品・役務

28
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.07.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.06 願書
2006.04.07 手続補正指令書(出願)
2006.05.02 手続補正書(方式)
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.09 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)
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
24／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

89

90

91

92

商標（見本）

商標

岩盤浴セラミック

採れたて梅酒

バイオナノ

ｎａｎｏｃｈａｎｎｅｌ

種別 出願番号

区分

Ｄｅｓｉｇｎ ｓｅａｌ

16,33,38

【16】印刷物，書画
【33】日本酒，洋酒，果実酒
【38】放送

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.03 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.24 手続補正書
2006.07.21 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.28 認定･付加情報
2006.08.11 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))
2006.11.17 拒絶査定

28

【28】運動用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.20 意見書
2006.11.29 拒絶査定
2007.01.16 手続補正書
2007.02.26 手続補正書

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，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【28】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
【16】文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 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)
2006.09.11 意見書
2006.11.28 拒絶査定

通常 2006-024003

通常 2006-024028

通常:
2006-024807
標準

通常:
2006-024842
標準

通常 2006-025815

※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】１１種類の鉱石を配合し、微弱な放射線・遠赤外線・マイナスイオンを放射するセラミッ 【中間記録情報】
［審査］
クを使用してできるマット・ベッド・椅子
2006.03.03 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.07.28 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))
2006.11.10 拒絶査定

16
93

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 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)
2006.11.10 拒絶査定

2008/8/12
25／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.09.15 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))
2006.10.10 手続補正書
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.10 認定･付加情報
2006.10.10 意見書
2006.11.02 拒絶査定

16

【01】自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機などの塗装表面保護用コーティング剤，
ガラスコーティング剤，タイヤ・タイヤホイールのコーティング剤，その他の化学品
【21】自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機などの洗浄用の布，雑巾，はたき，モッ
プ，バケツ，洗車用スポンジ，ワックス掛け用スポンジ，洗車用ブラシ，洗車用手袋，清掃用
具
【37】自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機の洗浄作業の提供，自動車・オートバイ・
鉄道車両の車体のポリマー加工・撥水処理・ワックスがけ等のコーティング処理，船舶の船
体のポリマー加工・撥水処理・ワックスがけ等のコーティング処理，航空機の機体のポリ
マー加工・撥水処理・ワックスがけ等のコーティング処理，自動車・鉄道車両・船舶・航空機
の室内クリーニング，その他の自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機の清掃，自動
車・オートバイ・鉄道車両・船舶の洗浄処理・ワックスがけ・つや出し・コーティング処理・室
内クリーニングその他の自動車・オートバイ・鉄道車両・船舶・航空機の清掃に関する情報
【16】段ボール箱，紙製包装用緩衝材，その他の紙製包装用容器，紙類

21

【21】箸，箸箱，箸置き，陶器製箸置き，割り箸，取り箸

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

07,16

【07】ラベル貼着機，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，印刷用又は製本用の機械 【中間記録情報】
器具，包装用機械器具，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
［審査］
2006.03.30 願書
【16】ラベル貼着機，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
2006.04.11 認定･付加情報
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，転輪謄写機，紙類， 2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
文房具類，印刷物
2006.11.29 拒絶査定

21

【21】家庭用又は台所用又は食卓用の鋏

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.16 願書
2006.04.07 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.11.24 拒絶査定

17

【17】プラスチック基礎製品，電気絶縁材料

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.09.20 手続補正書
2006.09.20 意見書
2006.09.22 手続補足書
2006.10.23 認定･付加情報
2006.11.30 拒絶査定

01,21,37

94

95

96

97

98

99

ＵＬＴＲＡ ＧＬＡＳＳ ＣＯＡＴＩＮＧ

スナップロック

初箸

ラベルディスペンサー

フォークハサミ

Ｕ－ＰＥ

通常:
2006-027796
標準

通常:
2006-028014
標準

通常:
2006-028203
標準

通常:
2006-028442
標準

通常 2006-028789

通常:
2006-028791
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］
2006.03.29 願書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 拒絶査定

2008/8/12
26／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

100

101

102

103

商標（見本）

商標

乙女的恋革命 ラブレボ！！

ダイエット食器

ロングスライドブラシ＼ＬＯＮＧ
ＳＬＩＤＥ ＢＲＵＳＨ

精神科学

種別 出願番号

区分

物質科学

21

【21】食器類（貴金属製のものを除く。）

21

【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），せっけん用ディスペンサー

09,28

【09】業務用テレビゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，電気通信機械器具，電
子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レ
コード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，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
【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】業務用テレビゲーム機，乗物運転技能訓練用シミュレーター，電気通信機械器具，電
子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，レ
コード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，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
【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
【16】印刷物，写真，文房具，教材（器具に当たるものを除く。）

分割 2006-029164

通常:
2006-029305
標準

通常 2006-029665

通常:
2006-029994
標準

通常:
2006-029995
標準

16
105

中国を知る教科書

通常 2006-030449

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

中間記録

【09】レコード，映写フィルム，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビデオテープ， 【中間記録情報】
電子出版物
［審査］
2006.03.31 願書
【16】印刷物，書籍
2006.04.19 認定･付加情報
2006.05.15 上申書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.08.22 審査官通知(その他の通知)(期間無)
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.25 意見書
2006.10.19 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定

09,28

104

指定商品・役務

09,16
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.24 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.08.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.28 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 意見書
2006.09.22 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.22 意見書
2006.09.22 認定･付加情報
2006.11.28 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

2008/8/12
27／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１１.xls
No.

106

107

108

109

商標（見本）

商標

世界を知る教科書

立体商標

ＴＲＡＶＥＬ ＣＯＮＣＩＥＲＧＥ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｃａｒｅ＼コ
ミュニケーションケア

種別 出願番号

区分

カラーポット

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.23 願書
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

28

【28】ぬいぐるみ，おもちゃ，人形，遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.04.05 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.20 拒絶査定

16,43

【16】文房具類，印刷物
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.24 拒絶査定

03,10,21,44

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.04.12 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，植物
性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食品香料，薫料，研磨 2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
2006.10.27 意見書
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓 2006.11.17 拒絶査定
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【21】口腔用舌苔除去具，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，ガラス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。），陶磁製包装
用容器，ガラス製栓，ガラス製ふた，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
【21】頭髪染料用トレイ，頭髪染料用ポット，保温機能を有する頭髪染料用トレイ，保温機能 【中間記録情報】
を有する頭髪染料用ポット，その他の化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）
［審査］
2006.04.12 願書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.08.25 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))
2006.11.21 拒絶査定

通常 2006-030450

通常:
2006-030514
立体

通常:
2006-032288
標準

通常 2006-033137

通常:
2006-033367
標準

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

中間記録

【16】印刷物，，写真，，文房具，，教材（器具に当たるものを除く。）
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指定商品・役務
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No.

111

112

113

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.09 願書
2006.04.28 手続補正指令書(出願)
2006.05.19 手続補正書(方式)
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.24 拒絶査定

16

【16】性格検査用の印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.09.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.02 手続補正書
2006.10.02 手続補足書
2006.10.02 意見書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.11.13 拒絶査定

16,35,36,37,42

【16】紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック
製ごみ収集用袋，衛生手ふき，型紙，紙製タオル，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプ
キン，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャ
コ，荷札，印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，青写真複写機，あて名印刷機，印刷用インテル，印字用インクリボン，活字，自動印紙
はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，装飾塗工用
ブラシ，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，封ろう，マー
キング用孔開型板，郵便料金計器，輪転謄写機，観賞魚用水槽及びその附属品
【35】インターネットウェブサイトを用いた広告，インターネットウェブサイトの広告用スペース
の提供，その他の広告，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商
品販売に関する情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，インターネット
ウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買に関する契約の媒介，経営の
診断又は経営に関する助言，市場調査，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，求人情
報の提供，競売の運営，トレーディングスタンプの発行，職業のあっせん，輸出入に関する
事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，電子計算機・タイプ
ライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，筆耕文書又は磁気テープの
ファイリング，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・
複写機及びワードプロセッサの貸与，自動販売機の貸与
【36】金銭債権の取得及び譲渡，クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算，
資金の貸付け，クレジットカードの発行の取次ぎ又は媒介，クレジットカード発行者に代
わってする会員の募集及びその管理，生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結
の代理，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，
手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の貸付け，有価証
券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替，金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金
銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受
【16】文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青
写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式
ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写
版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気
式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装
フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製の
ぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナ
プキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルク
ロス，紙類，印刷物，書画，写真，写真立て

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.05.31 手続補正指令書(出願)
2006.06.13 手続補正書(方式)
2006.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.25 意見書
2006.11.16 拒絶査定

グリーン ソフト＼ＧＲＥＥＮ ＳＯ
通常 2006-033459
ＦＴ＼Ｇｒｅｅｎ Ｓｏｆｔ

５因子性格検査

不動産を、動かすチカラ。

デジタルプリントフリー

通常:
2006-034681
標準

通常 2006-036033

通常:
2006-036575
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】トイレットペーパー・ティッシュペーパー・紙ナプキン

16

114

指定商品・役務

16
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.16 意見書
2006.10.17 手続補足書
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.22 拒絶査定
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115

116

117

118

商標（見本）

商標

デジタルプリントポケット

防犯優良マンション

ネオピンク

§綺麗＼印影

種別 出願番号

区分

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.16 意見書
2006.10.17 手続補足書
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.22 拒絶査定

16

【16】印刷物，書画，写真，写真立て

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.17 手続補正書
2006.10.17 手続補足書
2006.10.17 意見書
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶査定

21

【21】化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 願書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.18 意見書
2006.11.10 拒絶査定

16

【16】印章，印章入れ，印章用マット，印肉，番号印，日付印

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.10.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.14 意見書
2006.11.14 認定･付加情報
2006.11.30 拒絶査定
2008.02.25 登録料納付
［登録］
2008.02.15 登録査定書
2008.02.25 設定納付書
2008.03.11 登録証

通常:
2006-036576
標準

通常 2006-036650

通常:
2006-037089
標準

通常 2006-047105

※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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03,11,21,28

119

§えーっ＼ウソ＼便利！！

通常 2006-047816

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

指定商品・役務

中間記録

【03】化粧品，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，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，
洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ
毛
【11】ヘアードライヤーその他の家庭用電熱用品，美容院用の機械器具（いすを除く。），家
庭用痩身用機械器具，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装
置，蒸留装置，熱交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイラー，暖
冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（いす
を除く。），業務用加熱調理機械器具，業務用食器乾燥機，業務用食器消毒器，水道用
栓，タンク用水位制御弁，パイプライン用栓，汚水浄化槽，し尿処理槽，ごみ焼却炉，太陽
熱利用温水器，浄水装置，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，水道蛇口用座
金，水道蛇口用ワッシャー，ガス湯沸かし器，加熱器，調理台，流し台，アイスボックス，氷
冷蔵庫，家庭用浄水器，浴槽類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あ
んか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，
便器，和式便器用いす，家庭用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽，化学物質を充てんした保
温保冷具，火鉢類
【21】電気式歯ブラシ，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），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，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
【28】運動用具，スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛
玩動物用おもちゃ，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.09.28 伺い書
2006.10.06 伺い回答書
2006.11.02 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))
2006.11.08 手続補正書
2006.11.08 意見書
2006.11.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.21 拒絶査定
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