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３条拒絶（雑貨）２００６．１２.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

09,16,35,36,38,41,4 【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相 【中間記録情報】
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，光学機械 ［審査］
2,43,44,45

1

Ｗｅｂドメインマーケティング

通常 2003-093022

16,36

2

生命保険＼の買取り

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，録音済
みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード，メトロノー
ム，電子計算機用マウスパッド，電子計算機用マウス，コンピュータ用プログラムを記憶さ
せた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，コンピューターネットワークを通じてダ
ウンロードされるコンピュータプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，オゾ
ン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回
路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気テープ，
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，映写フイルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウ
ント，雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報を記録させた磁気ディスク・
光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気テープ，その他の録画済
みビデオディスク及びビデオテープ，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる電
子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登
録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用
又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチカードシ
ステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，計算尺，ウ
エイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，潜水用機
【16】印刷物
【36】生命保険契約上の権利の譲渡，斡旋

通常 2004-083937

※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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2003.10.09 願書
2003.12.08 認定･付加情報
2005.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.02.14 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.03.25 手続補正書
2005.03.25 意見書
2005.05.20 手続補正指令書(中間書類)
2005.06.02 代理人受任届
2005.07.07 認定･付加情報
2005.07.07 認定･付加情報
2005.11.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2004.08.30 願書
2005.03.11 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.03.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.04.01 手続補正書
2005.04.01 意見書
2005.05.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.05.20 手続補正指令書(中間書類)
2005.05.20 手続補正指令書(中間書類)
2005.05.26 手続補正書(方式)
2005.05.26 手続補正書(方式)
2005.07.07 認定･付加情報
2005.07.07 認定･付加情報
2005.08.12 補正の却下の決定
2005.08.29 手続補正書
2005.10.05 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.12.12 手続補正書
2006.02.24 補正の却下の決定
2006.12.22 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16

3

ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＬＡＮＧＵＡＧＥ
＼ユニバーサル ランゲージ

通常 2004-088869

09,28

4

Ｃｅｌｌ

通常:
2005-013395
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】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
【09】マイクロプロセッサ，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，コンピュータ用プリンター，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，ＤＶＤ
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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2004.09.28 願書
2005.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.06.13 意見書
2005.06.14 手続補足書
2005.07.13 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶査定
2007.01.24 手続補足書
2007.02.20 手続補正書
2007.04.25 手続補正書
2007.11.09 登録料納付
2008.02.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.29 登録査定書
2007.11.09 設定納付書
2007.12.04 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.18 願書
2005.02.18 認定･付加情報
2005.08.19 優先権証明請求書
2005.08.26 優先権証明請求書
2005.09.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.13 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.10.21 優先権証明請求書
2005.10.25 上申書
2005.10.27 認定･付加情報
2005.11.01 拒絶理由通知書(その他+第8条1項+第4
条1項11号)
2005.12.09 上申書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.01.06 上申書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.02.08 上申書
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.28 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2006.04.07 上申書
2006.04.10 認定･付加情報
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No.

商標（見本）

5

6

商標

冷え冷え皿

タイガーマスク烈伝

種別 出願番号

区分

Ｒ－ＣＬＡＳＳ

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.02 願書
2005.09.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.26 意見書
2006.12.28 拒絶査定
2007.03.08 手続補正書
2008.01.10 登録料納付
［登録］
2007.12.25 登録査定書
2008.01.10 設定納付書
2008.01.29 登録証

09,25,28,41

【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，スライドフィ
ルム，スライドフィルム用マウント
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マ
フラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，
【12】自動車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），
陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗難警報器，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電
動機（その部品を除く。）
【28】乗物のミニチュアモデル（二輪自動車のミニチュアモデルを除く。），自動車おもちゃ，
ラジオコントロール式乗物おもちゃ（ラジオコントロール式二輪自動車のおもちゃを除く。），
乗物模型おもちゃ（二輪自動車の模型おもちゃを除く。），その他の乗物おもちゃ（二輪自動
車のおもちゃを除く。），その他のおもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.22 願書
2005.09.16 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))
2005.10.26 手続補正書
2005.10.26 意見書
2006.01.06 物件提出命令書(審査部)
2006.02.14 上申書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.12.22 拒絶査定
2007.03.23 手続補正書

通常 2005-017644

通常 2005-024624

通常:
2005-035968
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】保冷機能付き皿，その他の皿

12,28

7

指定商品・役務

21
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【中間記録情報】
［審査］
2005.04.21 願書
2005.04.21 認定･付加情報
2006.04.06 代理人辞任届
2006.06.16 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.27 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定
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No.

商標（見本）

8

9

商標

リアルドール

精神対話学士

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【28】おもちゃ，人形

16,41,43,44

【16】新聞，雑誌，定期的に刊行される小冊子
【中間記録情報】
【41】孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・ ［審査］
2005.06.03 願書
生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除
2005.11.07 出願人名義変更届
く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する知織の教授，孤独感・疎外感・孤立
2005.11.07 手続補足書
感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ
等の悩みを有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての 2006.01.20 通知書(再提出通知)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
精神的な援助を行う人材の養成，孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂し
2006.05.25 代理人受任届
さ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科
による治療を要する人を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助に関する講演・研修 2006.06.21 意見書
会の企画・運営又は開催
2006.06.30 手続補正指令書(中間書類)
【43】老人を含む要介護者の介護に関する相談・調査及び研究
2006.07.31 手続補正書
【44】人材派遣による孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気 2006.08.17 認定･付加情報
持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者（但し精神科による治療を
2006.09.29 認定･付加情報
要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な援助，孤独感・疎外感・孤立感・喪失
2006.12.08 拒絶査定
感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩み 2007.06.18 手続補正書
を有する者（但し精神科による治療を要する者を除く。）に対する対話を通しての精神的な
2008.01.08 登録料納付
援助に関する調査・研究及びコンサルティング
［登録］
2007.12.17 登録査定書
2008.01.08 設定納付書
2008.02.05 登録証

通常:
2005-042603
標準

通常:
2005-049473
標準

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

中間記録

28
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.16 願書
2005.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.13 意見書
2006.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.19 拒絶査定
2007.01.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.18 手続補足書
2007.03.22 手続補正書(方式)
2007.03.22 手続補正書
2008.01.30 手続補正書
2008.03.06 登録料納付
［登録］
2008.03.04 登録査定書
2008.03.06 設定納付書
2008.03.31 登録証

2008/9/8
6／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
28,35,41,42

10

立体商標

通常:
2005-050402
立体

16,35,42,43

11

みんなのレシピ

通常:
2005-055443
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
【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，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
【35】インターネットによる広告及びその他の広告，仮想現実システムを用いた商品の販売
に関する情報の提供，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，ホテルの事業の管
理，トレーディングスタンプの発行，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】スポーツの興行に関する情報の提供，スポーツの興行の企画・運営又は開催，技芸・
スポーツ又は知識の教授，当せん金付証票の発売，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，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・
競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は
開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・
運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提
供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映
画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，ムック，雑誌，その他の印刷物，書画，写真，写真立て
【35】インターネット等の通信ネットワークによる広告，その他の広告，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
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，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，デザインの考案，イン
ターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守，その他の電
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，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.06 願書
2005.06.15 認定･付加情報
2006.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.13 意見書
2006.03.13 認定･付加情報
2006.03.14 手続補足書
2006.03.16 上申書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.04.20 認定･付加情報
2006.12.19 拒絶査定
2007.02.19 手続補正書
2007.02.19 手続補正書
2007.05.31 登録料納付
［登録］
2007.05.08 登録査定書
2007.05.31 設定納付書
2007.06.26 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.20 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.02.10 手続補正書
2006.02.10 意見書
2006.09.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.26 拒絶査定
2007.08.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/9/8
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３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

12

13

14

15

商標（見本）

商標

Ｆｒｅｓｈ Ｃｏｓｍｅ

経験値

ファイナンシャルプランナーが
作った家計簿

なめらかエステ仕上げ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛
【21】麺棒，洋服ブラシ，化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.05 願書
2005.08.12 手続補正指令書(出願)
2005.09.12 手続補正書(方式)
2005.10.12 認定･付加情報
2005.11.22 刊行物等提出書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.01.06 刊行物等提出による通知書
2006.01.12 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.31 代理人受任届
2006.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.01 手続補正書
2006.08.09 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.08.16 手続補正書
2006.08.16 意見書
2006.08.28 認定･付加情報
2006.08.28 認定･付加情報
2006.08.28 認定･付加情報
2006.08.28 認定･付加情報
2006.12.19 拒絶査定
2007.09.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16,35,41

【16】専門書，雑誌，新聞
【35】教師のあっせん，教育組織・学習塾の設立に関する企画の立案，教育事業の管理
【41】学習支援に関する教材として用いる書籍の企画・制作

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.05 願書
2006.02.15 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))
2006.03.24 手続補正書
2006.12.20 拒絶査定

09,16

【09】電子出版物，電子計算機用プログラム
【16】印刷物，出版物，書籍

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2005.07.06 認定･付加情報
2006.09.01 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))
2006.12.22 拒絶査定

03,21

【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.09 認定･付加情報
2006.03.31 刊行物等提出書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.05.12 刊行物等提出による通知書
2006.05.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.23 出願人名義変更届
2006.06.27 手続補正書
2006.07.26 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)
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2005-061276
標準

通常:
2005-061428
標準

通常:
2005-061631
標準

通常 2005-105181

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

中間記録

03,21
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３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

16

17

18

19

20

商標（見本）

商標

ドレスアップミラー

セキュア

無圧ふとん

ゲリラ・マーケティング

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【20】洗面化粧台，三面鏡台，鏡

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 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)
2006.07.20 手続補正書
2006.07.20 手続補足書
2006.07.20 意見書
2006.08.21 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

21

【21】ゴムばり作業用手袋，裏地付きゴム製作業用手袋，裏地無しゴム製作業用手袋，ビ
ニールばり作業用手袋，裏地付きビニール製作業用手袋，裏地無しビニール製作業用手
袋，皮革製作業用手袋，軍手，その他の作業用手袋，家事用手袋

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 手続補正書
2006.08.11 意見書
2006.10.13 補正の却下の決定
2006.12.08 拒絶査定

20,24

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.01 意見書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.12.05 拒絶査定

16

【16】雑誌，新聞，セミナーの企画・運営又は開催

16,35,36,37,43,44

【16】文房具類，印刷物
【35】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
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，有価証券の売買・有価
証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の
売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の
媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先
物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場
における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代
理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式
市況に関する情報の提供
【37】自動車の修理又は整備，自動車の修理又は整備に関する情報の提供
【43】老人の養護，老人の養護に関する情報の提供
【44】医業・医療・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 手続補正書
2006.06.28 認定･付加情報
2006.07.10 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2006.12.11 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.05.29 協議命令書
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.10 意見書
2006.07.10 手続補足書
2006.07.10 手続補足書
2006.07.10 手続補足書
2006.07.10 出願人名義変更届
2006.08.08 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定
2007.02.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-105987
標準

通常 2005-112064

通常 2005-115789

通常:
2005-117207
標準

インシュアランスプラス＼ｉｎｓｕｒ
通常 2005-118624
ａｎｃｅ＋

※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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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16

21

リビングシュレッダー

通常:
2005-120552
標準

16,20

22

23

24

香り炭

犬猫住民登録票

キレイなこころとカラダ

通常:
2005-121213
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］
2005.12.22 願書
2006.05.22 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2006.07.03 意見書
2006.07.03 手続補足書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.18 拒絶査定
【16】香料類を吸着させた炭を部分的に使用した紙製の室内装飾用置物
【中間記録情報】
【20】香料類を吸着させた炭を主材とする室内装飾用置物，香料類を吸着させた炭を部分 ［審査］
2005.12.26 願書
的に使用したプラスチック製・木製・竹製・わら製又は布製の室内装飾用置物
2005.12.27 認定･付加情報
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.29 手続補正書
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.29 認定･付加情報
2006.11.29 意見書
2006.12.12 拒絶査定

16

【16】印刷物（人間の住民票の写しになぞらえた犬猫用の住民票の写しというべき様式のも 【中間記録情報】
の）
［審査］
2006.01.19 願書
2006.03.10 手続補正指令書(出願)
2006.05.26 認定･付加情報
2006.05.26 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 手続補正書
2006.10.11 意見書
2006.11.27 認定･付加情報
2006.11.27 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

16

【16】紙類，紙製包装用容器，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふ 【中間記録情報】
き，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙製のぼり，紙製旗，荷札，トレーディングカード， ［審査］
ポスター，カレンダー，雑誌，その他の印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，事務用 2006.01.20 願書
2006.01.20 認定･付加情報
又は家庭用ののり及び接着剤
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.13 意見書
2006.07.14 手続補足書
2006.08.25 手続補正指令書(中間書類)
2006.09.04 手続補正書
2006.09.04 代理人受任届
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.12 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶査定
2007.04.02 手続補正書
2007.04.04 手続補足書
2008.06.26 登録料納付
［登録］
2008.05.31 登録査定書
2008.06.26 設定納付書
2008.07.15 登録証

通常:
2006-003575
標準

通常:
2006-003740
標準

指定商品・役務
【16】文書細断機
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No.

25

26

商標（見本）

商標

山菜の王者

ジョブマップ＼ＪＯＢＭＡＰ

種別 出願番号

区分

メモリアルトータルサービス

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.06 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.06 意見書
2006.12.01 拒絶査定

16

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.23 願書
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.19 拒絶査定

通常:
2006-004178
標準

分割 2006-004370

通常:
2006-004695
標準

10,17,26
28

ナチュラルヘア

通常:
2006-005119
標準
17

29

５℃

通常 2006-005287

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

中間記録

【16】紙製包装用容器
【31】自然薯

19,20,35,45

27

指定商品・役務

16,31

築用ガラス，建具（金属製のものを除く。），灯ろう，墓石，墓標及び墓碑用銘板（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
【20】木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ネームプレート及び標札（金属製のもの
を除く。），旗ざお，うちわ，せんす，愛玩動物用葬祭用具，家具，つい立て，びょうぶ，木製
又はプラスチック製の立て看板，人工池，葬祭用具，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
【35】広告，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，葬祭に関
する贈答品・記念品の売買契約の媒介，葬祭に関する互助会の事務の管理及び運営，葬
祭用具の販売に関する事務の代理又は代行，職業のあっせん，輸出入に関する事務の代
理又は代行，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，墓地及び墓の販売に関す
る事務の代理又は代行，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，求人
情報の提供，自動販売機の貸与
【45】ファッション情報の提供，新聞記事情報の提供，結婚又は交際を希望する者への異性
の紹介，婚礼（結婚披露宴を含む。）のための施設の提供，葬儀・法要の執行又は企画，
葬儀・法要に関する助言又は情報の提供，墓地又は納骨堂の提供，墓地又は納骨堂に関
する助言又は情報の提供，施設の警備，身辺の警備，個人の身元又は行動に関する調
【10】植毛用人工毛髪
【17】化学繊維（織物用のものを除く。），化学繊維糸（織物用のものを除く。）
【26】増毛用人工毛髪，入れ毛，かつら，その他の頭飾品

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.24 願書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.07.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.23 意見書
2006.08.23 認定･付加情報
2006.12.19 拒絶査定
2007.03.19 手続補正書(方式)
2008.04.09 登録料納付
［登録］
2008.03.11 登録査定書
2008.04.09 設定納付書
2008.05.13 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.25 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

【17】天然ゴム，合成ゴム，その他のゴム，ゴム製包装用容器，糸ゴム及び被覆ゴム糸（織 【中間記録情報】
［審査］
物用のものを除く。）
2006.01.25 願書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.15 手続補正書
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.15 認定･付加情報
2006.11.15 意見書
2006.12.15 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,11,20,21,26,31,4 【09】電子応用機械器具，電子計算機用プログラム，電子管，半導体素子，電子回路（電子 【中間記録情報】
計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く），耳栓，加工ガラス（建築用のものを除 ［審査］
1,44

30

ＰＬＡＮＴＬＩＧＨＴ

通常 2006-006543

19,21,37
31

サメジマ＼あんしん＼けい そう
通常 2006-006678
ど＼珪藻土

16,35,36,40,42

32

ワンメッセージカード

通常:
2006-008328
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。

く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登
録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用
又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票
数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステー
ション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズ
ル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜
水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相
機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気
ブザー，電気通信機械器具，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及び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
【11】電球類及び照明用器具，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，
蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，牛乳殺菌機，工業用炉，原子炉，飼料乾燥装置，ボイ
ラー，暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器
【19】珪藻土を主材とする壁材，珪藻土を主材とする天井材，珪藻土を主材とするタイル，
珪藻土を主材とする建築用又は構築用の専用材料
【21】珪藻土を主材とするコースター，珪藻土を主材とする包装用容器，珪藻土を主材とす
る食器類，珪藻土を主材とする植木鉢，珪藻土を主材とする愛玩動物用食器，珪藻土を主
材とする花瓶及び水盤
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，土木機械器具の
修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，建築用の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物
の清掃，床磨き，土木機械器具の貸与，床洗浄機の貸与，モップの貸与

2006.01.27 願書
2006.02.03 認定･付加情報
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))
2006.08.21 手続補正書
2006.08.21 意見書
2006.08.22 認定･付加情報
2006.08.22 認定･付加情報
2006.12.05 拒絶査定

【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，情報処理及び情報通信ネットワークに関する事業の管理・運営又
はその代行，通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行，商品の販売契約の
締結の媒介，商品の販売促進・役務の提供促進に関する助言及び指導，人材派遣による
事務用機器の操作・電子計算機を用いてのデータ入力・一般会社事務・秘書・経理事務，
人材派遣によるコンピュータハードウェア・ソフトウェア・ネットワーク情報の管理のためのコ
ンピュータへの情報構築，顧客に関する情報の収集・管理・分析，市場分析・マーケティン
グのための市場実態調査・購買者意識調査・購買者行動調査の結果に基づいて行う事業
に関する助言及び指導，コールセンター事業の運営及び事業の管理，情報処理技術者の
あっせん，顧客管理・商品の仕入・配送に関する事務の代行・在庫管理の代行，経済動向

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 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))
2006.12.12 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.02.01 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,36,40,42

33

フリーメッセージカード

通常:
2006-008329
標準

16,19

34

ブオンフレスコ

通常 2006-008462

09,16,42

35

ＳＹＳＴＥＭ ＳＴＯＲＡＧＥ

優先:
2006-009477
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】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，ダウンロード可能な画像・映像・文字・音声・音楽，プリペイドカード発行
機，磁気カードの記録情報の読取り・書き込み装置
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
【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袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，衛
生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷し
たくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写
真立て
【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，陶磁製建築専門材料・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門材料，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門材料，石こう製
の建築用又は構築用の専門材料，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，セメント及びその製品，木材，
石材，建築用ガラス，セメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），道路標識（金属製
又は発光式若しくは機械式のものを除く。），石製液体貯蔵槽，石製工業用水槽，石製家
庭用水槽，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
【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
【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
気通信回線を通じた電子計算機プログラムの提供，ウェブサイトの作成又は保守，電子計
算機用プログラムの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.02.02 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))
2006.12.12 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
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))
2006.12.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.06 願書
2006.02.10 優先権証明書提出書
2006.03.10 認定･付加情報
2006.03.10 認定･付加情報
2006.06.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.09.05 期間延長請求書
2006.10.10 意見書
2006.10.11 手続補足書
2006.10.11 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶査定
2007.06.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/9/8
13／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

36

37

商標（見本）

商標

子安の里

脳年齢

種別 出願番号

区分

39

40

サステナブルスタイル

リムーバストーン

蒸熱弁当

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.30 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定
2007.09.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

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】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，
【07】家庭用電気式生ゴミ脱水機，家庭用電動ディスポーザー，業務用電動生ゴミ脱水機，
業務用電動ディスポーザー
【11】水道用栓，加熱器，調理台，流し台，浴槽類，家庭用浄水器，洗浄機能付き便器，そ
の他の便器，洗浄機能付き便座，その他の便座，便所ユニット
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，石材
【20】家具
【21】寝室用簡易便器

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.31 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
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.14 刊行物等提出による通知書
2006.08.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.10.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.08 拒絶査定

03,21

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，人造軽石
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.02.20 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.04 拒絶査定

21,30

【21】べんとう箱
【30】べんとう

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.04.06 刊行物等提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.19 刊行物等提出による通知書
2006.05.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.27 意見書
2006.12.01 拒絶査定
2007.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-010890

通常:
2006-011572
標準

通常:
2006-011694
標準

通常:
2006-014304
標準

通常:
2006-014976
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】お守り，おみくじ
【30】菓子及びパン

07,11,19,20,21
38

指定商品・役務

21,30

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.02.13 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 拒絶査定

2008/9/8
14／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28

41

４Ｄパズル

43

44

メチャ甘みかん

天然温泉浴

アイボリーナッツ

20

【20】寝台，マットレス，クッション，座布団，まくら

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.21 願書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.16 手続補正書
2006.08.16 意見書
2006.08.17 手続補足書
2006.08.17 認定･付加情報
2006.08.17 認定･付加情報
2006.09.20 認定･付加情報
2006.12.20 拒絶査定

16

【16】印鑑，印鑑ケース

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 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)
2006.08.23 手続補正書
2006.08.23 意見書
2006.12.22 拒絶査定

通常:
2006-015163
標準

通常 2006-015192

通常:
2006-015199
標準

通常 2006-015302

※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］
2006.02.09 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定
2007.04.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16,31

42

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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，
【16】紙製包装用容器，ダンボール箱
【31】果実、みかん
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【中間記録情報】
［審査］
2006.02.08 願書
2006.03.10 手続補正指令書(出願)
2006.03.28 手続補正書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

2008/9/8
15／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

45

46

47

商標（見本）

商標

§Ｆｃ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.03.23 代理人辞任届
2006.03.24 認定･付加情報
2006.07.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.05 拒絶査定

20

【20】家具，ソファー，椅子，リクライニングチェアー，フットスツール付きリクライニングチェ
アー，ボックススプリングマットレス，ベッド用マットレス，まくら，ベッド及びベッドボトム

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.03.08 優先権証明書提出書
2006.04.14 手続補正書(方式)
2006.04.14 手続補正指令書(中間書類)
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.17 認定･付加情報
2006.05.17 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

19,20,37

【19】リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ア
スファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築
用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は
構築用の専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），
セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラス，建具（金属製のものを除く。）
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，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，ハンガーボード，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
【37】建設工事，建築工事に関する助言，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御
用の機械器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，家具
の修理，錠前の取付け又は修理
【18】バッグ
【21】マグカップ，タンブラー，サラダボール（貴金属製のものを除く。），ボール（貴金属製の
ものを除く。），ティーポット（貴金属製のものを除く。），コーヒーポット（貴金属製のものを除
く。），皿（貴金属製のものを除く。），ワインクーラー，ランチボックス，茶こし

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 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)
2006.12.08 拒絶査定

通常 2006-016526

ＳＴＡＲＴ ＷＩＴＨ ＴＨＥ ＣＯＭＦ 優先:
2006-020440
ＯＲＴ ＴＥＳＴ
標準

ＳｍａｒｔＢｌｏｃｋ

ｔｈｅｒｍｏｍｕｇ

通常:
2006-021513
標準

通常:
2006-021606
標準

中間記録

【34】紙巻たばこ用紙，葉巻たばこ，紙巻たばこ，パイプ用たばこ，かぎたばこ，かみたば
こ，葉たばこ，刻みたばこ，その他のたばこ，ライター，その他の喫煙用具（貴金属製のも
のを除く。），マッチ

18,21

48

指定商品・役務

34

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.10 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.02 意見書
2006.10.02 手続補足書
2006.10.30 認定･付加情報
2006.12.05 拒絶査定

09,14,16,25,26,35,3 【09】写真複写機，郵便切手のはり付けチェック装置，電子楽器用自動演奏プログラムを記 【中間記録情報】
憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物
［審査］
8,39,40,41,42

49

ｅ－内容証明

通常:
2006-021933
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。

【14】身飾品
【16】あて名印刷機，事務用封かん機，消印機，郵便料金計器，印刷したくじ（おもちゃを除
く。），紙類，文房具類，印刷物
【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
【26】衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服
用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕
章
【35】トレーディングスタンプの発行，輸出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，
文書又は磁気テープのファイリング，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
【38】電気通信（放送を除く。）
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん
包，貨物の輸送の媒介，寄託を受けた物品の倉庫における保管，郵便
【40】製本，印刷，印刷用機械器具の貸与
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の製作
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用
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2006.03.10 願書
2006.09.13 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))
2006.12.13 拒絶査定

2008/9/8
16／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

50

51

商標（見本）

商標

ＳｉｍｐｌｅＢｅｄ

六壬

種別 出願番号

区分

六壬神課金口訣

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.13 願書
2006.07.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.25 期間延長請求書
2006.11.27 意見書
2006.12.05 拒絶査定

09,16,39,41,45

【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
【39】海外における占いのための海外旅行の企画又は実施，海外における占いのための
海外旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する相談，旅行情報の提供，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，他人の携帯品の一時預かり，車両による輸
送，道路情報の提供，駐車場の提供，駐車場の管理
【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
【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
【39】海外における占いのための海外旅行の企画又は実施，海外における占いのための
海外旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，主催旅行の
実施，旅行者の案内，旅行に関する相談，旅行情報の提供，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，他人の携帯品の一時預かり，車両による輸
送，道路情報の提供，駐車場の提供，駐車場の管理
【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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.13 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定

通常 2006-022286

通常:
2006-023287
標準

通常:
2006-023288
標準

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

中間記録

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，寝台

09,16,39,41,45

52

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.13 意見書
2006.12.13 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

53

54

55

56

商標（見本）

商標

ラーニングブログ＼Ｌｅａｒｎｉｎｇ
ｂｌｏｇ

種別 出願番号

区分

野村グループ

28

【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お 【中間記録情報】
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ， ［審査］
2006.03.17 願書
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
2006.04.12 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
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

16,20,24,25,35

【16】印刷物
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
【24】かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布
【25】被服
【35】広告，商品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.18 願書
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

09,16,35,36,41,42

【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，ウェットスーツ，浮袋，運動用
保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽
器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，
スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，
電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書裁断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.03.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.10.03 手続補正書
2006.10.03 意見書
2006.10.03 手続補足書
2006.10.13 手続補正書
2006.11.01 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定
2006.12.22

通常 2006-023421

通常:
2006-024554
標準

通常:
2006-025340
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】電子応用機械器具及びその部分
【16】印刷物
【41】資格取得講座における教授，資格試験に関する情報の提供

ＦＯＲＧＥＤ ＤＵＡＬ ＴＩＴＡＮＩＵ 通常:
2006-024405
Ｍ ＣＵＰ ＦＡＣＥ
標準

柄まかせ

指定商品・役務

09,16,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 願書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.09.05 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))
2006.12.05 拒絶査定

2008/9/8
18／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,36,41,42

57

ノムラグループ

通常:
2006-025341
標準

09,16,35,36,41,42

58

ＮＯＭＵＲＡ ＧＲＯＵＰ

通常:
2006-025342
標準

16,41

59

日本文化外国語検定

指定商品・役務

中間記録

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.22 願書
2006.03.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 手続補正書
2006.10.23 意見書
2006.10.23 手続補足書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

通常 2006-025571

※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］
2006.03.22 願書
2006.03.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.18 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.23 手続補正書
2006.10.23 意見書
2006.10.23 手続補足書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.04.07 手続補正指令書(出願)
2006.04.12 手続補正書(方式)
2006.05.22 認定･付加情報
2006.05.22 認定･付加情報
2006.08.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.04 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.12.01 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

60

61

商標（見本）

商標

ナチュラルウッディ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.24 願書
2006.08.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 手続補正書
2006.08.29 意見書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.12 拒絶査定

16,41,44

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
【16】紙類，印刷物，文房具類
【41】カラオケに関するセミナーの企画・運営又は開催，カラオケに関するレコード・録音済
み磁気テープ・記録済みＣＤ－ＲＯＭ又は記録済みＤＶＤの貸与，カラオケボックスの提供，
カラオケルームの提供，カラオケ機械器具の貸与に関する情報の提供，カラオケ機械器具
及びその付属品の貸与，カラオケ及び通信カラオケ施設の提供，カラオケ施設の提供に関
する情報の提供，カラオケ大会の企画・運営又は開催，通信ネットワークを介したカラオケ
の提供，音楽の演奏，音楽の演奏の興行の企画又は運営，音楽番組の制作

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

通常 2006-026298

ヒーリングスパ＼Ｈｅａｌｉｎｇ Ｓｐａ 通常 2006-027386

リズム譜

通常:
2006-027852
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】愛玩動物用トイレ砂

16,41
62

指定商品・役務

21
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.26 拒絶査定

2008/9/8
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３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,41

63

コカリナ

65

66

かんたんやわらかつみき

18,28

【18】つえ，ステッキ
【28】ストック

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.19 拒絶査定

16

【16】紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ 【中間記録情報】
収集用袋，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手 ［審査］
2006.03.31 願書
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，写真，写真立て
2006.04.03 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.01 拒絶査定
【16】印章
【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 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)
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-028027
標準

通常:
2006-028566
標準

ウォーキングポール＼ＷＡＬＫＩ
通常 2006-028929
ＮＧ ＰＯＬＥ

こしひかり

通常:
2006-029076
標準
16

67

四神相応

通常 2006-029297

※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］
2006.03.29 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)
2006.09.27 意見書
2006.12.01 拒絶査定
2007.03.12 手続補正書
2007.03.13 手続補正書
2008.06.02 登録料納付
［登録］
2008.05.19 登録査定書
2008.06.02 設定納付書
2008.06.24 登録証

28
64

指定商品・役務
【16】楽譜，歌集，雑誌，その他の印刷物，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，
印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり
付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，
チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキ
ング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容
器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁
縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオ
ル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除
く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，書画，写真，写真立て
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，当せん金付証票の発売，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
フィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯
【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.08.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 拒絶査定
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No.

68

69

70

71

72

73

商標（見本）

商標

エグゼクティブ・コーチ

薬のチェック

ＬＰボード

ドット状テープ

指先検査

電子ミラー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.20 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)
2006.12.08 拒絶査定
2007.05.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16,41,42,44

【16】印刷物
【41】セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の
製作，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作，通訳，翻訳
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.17 願書
2006.04.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.12 認定･付加情報
2006.04.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.15 拒絶査定

17

【17】板，板状の電気絶縁材料

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.28 意見書
2006.09.28 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定

16

【16】接着テープ，接着テープディスペンサー，テープ状接着剤接着剤

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.09.01 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))
2006.12.22 拒絶査定

16,44

【16】雑誌，新聞，その他の印刷物
【中間記録情報】
【44】血液検査，在宅血液検査，医業，健康診断，医療情報の提供，血液検査に関する情 ［審査］
報の提供，健康診断に関する情報の提供，栄養の指導，健康管理の指導，医療用機械器 2006.04.06 願書
具の貸与
2006.09.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.18 拒絶査定

09,20

【09】９映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部
品、発光式または機械式の道路標識、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリン
ステ－ション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲ－ト、金銭登録機、タイムレコー
ダー、家庭用テレビゲームおもちゃ用，携帯用液晶画面ゲーム，応用機械器具
【20】２０鏡、鏡台、三面鏡台、手鏡、携帯用鏡

通常 2006-029303

通常:
2006-029342
標準

通常:
2006-029917
標準

通常:
2006-030161
標準

通常:
2006-031304
標準

通常:
2006-032074
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

16,41
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【中間記録情報】
［審査］
2006.03.27 願書
2006.04.28 手続補正指令書(出願)
2006.05.11 手続補正書(方式)
2006.06.15 認定･付加情報
2006.09.01 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))
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
22／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

74

75

76

77

78

79

商標（見本）

商標

犬免許証＼Ｄｏｇ’ｓ ｌｉｃｅｎｓｅ

猫免許証＼Ｃａｔ’ｓ ｌｉｃｅｎｓｅ

ペット免許証＼Ｐｅｔ ｌｉｃｅｎｓｅ

ブックバッグ

バインダーバッグ

贈る真心

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】紙類，紙製包装用容器，印刷物，文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 手続補正書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.10.25 認定･付加情報
2006.10.25 意見書
2006.12.22 拒絶査定

16

【16】紙類，紙製包装用容器，印刷物，文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 手続補正書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.10.25 認定･付加情報
2006.10.25 意見書
2006.12.22 拒絶査定

16

【16】紙類，紙製包装用容器，印刷物，文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.10.25 手続補正書
2006.10.25 認定･付加情報
2006.10.25 認定･付加情報
2006.10.25 意見書
2006.12.22 拒絶査定

16,18

【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧品道具入れ，皮革

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 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)
2006.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.01 拒絶査定

16,18

【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧品道具入れ，皮革

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.29 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)
2006.12.01 拒絶査定

16

【16】印刷用紙，包装用紙，アイボリー紙，色板紙，黄板紙，白板紙，心紙，表紙，ポスト
カード紙，温床紙，傘紙，がんぴ紙，工芸紙，こうぞ紙，証券紙，障子紙，書道用紙，仙貨
紙，ちり紙，典具じょう紙，謄写原紙用紙，鳥の子紙，ナプキン紙，複写紙，奉書紙，ろ紙，
紙製レース，段ボール，パラフィン紙，ふすま紙，防火紙，防かび紙，防水紙，合成紙，紙
箱，紙袋，段ボール箱，絵はがき，のし紙，のし袋，楽譜，歌集，カタログ，カレンダー，雑
誌，時刻表，書籍，新聞，地図，日記帳，ニューズレター，パンフレット，絵画，軸，書，版
画，写真，写真立て，アルバム，カード，カーボンペーパー，けい紙，スクラップブック，ス
ケッチブック，スコアーカード，帳簿，手帳，伝票，ノートブック，便せん，封筒，方眼紙，名刺
用紙，用せん，ルーズリーフ用紙，鉛筆，サインペン，ボールペン，毛筆

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.04.28 認定情報通知書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.09.19 意見書
2006.10.26 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

通常 2006-032374

通常 2006-032378

通常 2006-032380

通常:
2006-032475
標準

通常:
2006-032476
標準

通常 2006-032526

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

中間記録

16
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16

80

ｓｅｒｖｉｃｉｚｉｎｇ＼サービサイジン
グ

通常 2006-032586

21

81

82

83

84

85

86

87

きよら

ＸＦ－Ｓ

ＸＦ－Ｒ

ＸＮ－Ｓ

ＸＮ－Ｒ

シートホルダー

ビーバーラム

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
【21】食器類（貴金属製のものを除く。）

通常:
2006-032862
標準

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.03 意見書
2006.10.03 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

28

【28】運動用具，スキーワックス，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がる 【中間記録情報】
［審査］
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 2006.04.13 願書
2006.04.13 認定･付加情報
用具，釣り具
2006.08.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

28

【28】運動用具，スキーワックス，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がる 【中間記録情報】
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
［審査］
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 2006.04.13 願書
用具，釣り具
2006.04.13 認定･付加情報
2006.08.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

28

【28】運動用具，スキーワックス，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がる 【中間記録情報】
［審査］
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 2006.04.13 願書
2006.04.13 認定･付加情報
用具，釣り具
2006.08.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

28

【28】運動用具，スキーワックス，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がる 【中間記録情報】
［審査］
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 2006.04.13 願書
2006.04.13 認定･付加情報
用具，釣り具
2006.08.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定

16

【16】印刷物，書画，写真，写真たて，文房具類，アルバム，カード，スケッチブック，スクラッ 【中間記録情報】
プブック，スコアーカード，スコアーブック，トレーシングクロス，クリアーファイル，窓付きクリ ［審査］
アーファイル，枠付きクリアーファイル，書き込み可能クリアーファイル，
2006.04.13 願書
2006.04.14 認定･付加情報
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定

27

【27】敷物，洗い場用マット，人工芝

通常:
2006-033887
標準

通常:
2006-033888
標準

通常:
2006-033889
標準

通常:
2006-033890
標準

通常:
2006-034285
標準

通常 2006-034497

※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］
2006.04.10 願書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.22 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.05 拒絶査定
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No.

88

89

90

商標（見本）

商標

カードスキャン

ＦＦＰＱ

種別 出願番号

区分

16

【16】性格検査用の印刷物，その他の印刷物

【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)
2006.12.05 拒絶査定

16,41

【16】印刷物，書画，写真，印刷したくじ（おもちゃを除く。）
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽
の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，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，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営
又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動
車競走の興行に関するものを除く。），小型自動車競走の企画・運営又は開催，映画機械
器具の貸与，映写フィルムの貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸
与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸
与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影
【16】印刷物，書画，写真，印刷したくじ（おもちゃを除く。）
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽
の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，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，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営
又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動
車競走の興行に関するものを除く。），小型自動車競走の企画・運営又は開催，映画機械
器具の貸与，映写フィルムの貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸
与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸
与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影
【16】ウェットティッシュ，ウェットティッシュペーパー，紙製ウエットティッシュ，合成樹脂繊維
からなる紙製のウエットティッシュ，使い捨て不織布製ウエットティッシュ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.25 認定･付加情報
2006.09.08 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))
2006.12.08 拒絶査定

21

【21】清掃用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 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)
2006.12.15 拒絶査定

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.06 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)
2006.09.13 意見書
2006.10.20 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶査定

通常:
2006-034674
標準

通常:
2006-034682
標準

グッドウッド・フェスティバル・イ
ン・ジャパン＼Ｇｏｏｄｗｏｏｄ Ｆｅ 通常 2006-034842
ｓｔｉｖａｌ ｉｎ Ｊａｐａｎ

グッドウッド・フェスティバル・オ
ブ・スピード・イン・ジャパン＼Ｇ
通常 2006-034843
ｏｏｄｗｏｏｄ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ｏｆ Ｓｐｅ
ｅｄ ｉｎ Ｊａｐａｎ

16
92

93

94

らくふき

安心ホーキ

通常:
2006-035386
標準

通常:
2006-035628
標準

§感 動 犬∞カン ドー ケン 通常 2006-035742

※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】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ 【中間記録情報】
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー ［審査］
2006.04.14 願書
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
2006.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.05 拒絶査定
2008.08.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16,41

91

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.09.08 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))
2006.12.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.08 拒絶査定

2008/9/8
25／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

95

96

商標（見本）

商標

やさしい時間

定年予備校

種別 出願番号

区分

ワンタッチ投資

09,16,36,41

【09】金融・投資又は資産運用に関する学習用コンピュータプログラム，その他の電子応用
機械器具及びその部品，金融・投資又は資産運用に関する電子出版物，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，電気溶接装置，オゾン発生器，電
解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写
機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自
動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，
消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗
難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又
は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装
置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器
具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の
機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロ
ン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，磁心，抵抗線，電極，消防艇，
ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，
溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベル
ト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，金融・投
資又は資産運用に関する録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【16】金融・投資又は資産運用に関する雑誌，金融・投資又は資産運用に関する書籍，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
【16】印刷物
【36】有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及
び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売
買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又
は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の
委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集
又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供
【41】技芸又は知識の教授，セミナーの企画運営又は開催
【42】電子計算機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
【16】書籍

通常:
2006-036022
標準

通常:
2006-036187
標準

通常:
2006-036218
標準

16

98

出版お仕立券

通常 2006-036226

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

中間記録

【16】紙類，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.04.19 願書
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
2006.04.21 手続補足書
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
2006.06.19 認定･付加情報
剤
2006.06.19 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)
2006.12.08 拒絶査定

16,36,41,42

97

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.19 願書
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.09 手続補正書(方式)
2006.07.07 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.21 手続補正書
2006.11.21 意見書
2006.11.21 認定･付加情報
2006.11.21 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.09.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.04.28 認定･付加情報
2006.05.12 認定情報通知書
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.15 拒絶査定

2008/9/8
26／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

99

100

商標（見本）

商標

ＨｙＢｒｉｄ＼ハイブリッド

デジタルプリントアルバム

種別 出願番号

区分

102

103

104

Ｎａｔｕｒａｌ Ｌｉｖｉｎｇ

岩盤浴マスク

Ｄｉｖｉｎｇ Ｐｏｉｎｔ Ｍａｐ

トレースペン

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.05 願書
2006.05.12 手続補正指令書(出願)
2006.05.23 手続補正書
2006.08.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.08 拒絶査定

16

【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)
2006.12.06 拒絶査定

21

【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
【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
【21】美顔用マスク

16

【16】書籍

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.07 願書
2006.05.09 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)
2006.12.01 拒絶査定

16

【16】文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.08 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)
2006.12.01 拒絶査定

通常 2006-036299

通常:
2006-036574
標準

通常:
2006-036625
標準

通常 2006-036728

通常 2006-036789

通常 2006-036797

※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】包装用のプラスチック製の袋，保存用のプラスチック製の袋
【22】ふとん用プラスチック製圧縮保存袋

16
101
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.09.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.06 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.09.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.01 拒絶査定
2006.12.12 再送

2008/9/8
27／30

３条拒絶（雑貨）２００６．１２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,41

105

実戦コミュニケーション心理学

通常:
2006-036944
標準

09,16,35,36,41

106

投資市場

通常 2006-037321

16,41
107

108

109

学びオンライン

学びＯｎｌｉｎｅ

育児と暴力

通常:
2006-037672
標準

指定商品・役務
【16】印刷物，書籍，新聞，雑誌，パンフレット，カタログ，筆記用具，日記帳，手帳，カレン
ダー
【41】人材の教育・能力開発に関するセミナーの企画・運営又は開催，人材能力開発に関
するセミナーの企画・運営及び開催に関する助言，企業の経営・管理者・人事・営業及び個
人の業務遂行能力開発に関する知識の教授，人材の能力開発に関する教育訓練，経営
者・事業者・管理者・一般従業員に対する教育研修，人材の教育・能力開発に関する情報
の提供，書籍及び電子出版物の制作，書籍及び電子出版物の編集，インターネットを介し
て行う電子出版物の提供，インターネット等の通信ネットワークを介した通信教育，教本・ビ
デオを教材とした通信教育，通信教育による知識の教授，通信教育に関する情報の提供，
セミナー・教育研修・講座・人材開発のテキストの制作，家庭用学習教材としての教育用Ｄ
ＶＤの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），教材用ビデオの制作（映画・放送番
組・広告用のものを除く。），カラーセラピーに関する講演会・セミナー又は研修会の企画・
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，電子応用機械器具及
びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲー
ムおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，スロットマシン，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，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，鉄道用
信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，火災報知機，
ガス漏れ警報機，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，消防
艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防
毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スラ
イドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子
出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録
機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，
製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチ
カードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，ウエ
イトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，レギュレー
ター，アーク溶接機，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉自動開閉装置，耳栓
【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
【16】紙類，印刷物
【41】通信教育講座の開講，検定試験に関する知識の教授・助言及び情報の提供並びに
その他の技芸・スポーツ又は知識の教授

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.10 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.05 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.09.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.12.05 拒絶査定

16,41

【16】紙類，印刷物
【41】通信教育講座の開講，検定試験に関する知識の教授・助言及び情報の提供並びに
その他の技芸・スポーツ又は知識の教授

16

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，電気式鉛筆削り，紙製幼児用おしめ，紙製包 【中間記録情報】
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， ［審査］
2006.04.25 願書
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 2006.09.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
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
2006.12.14 拒絶査定

通常 2006-037673

通常:
2006-037934
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.21 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)
2006.12.15 拒絶査定
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No.

110

111

商標（見本）

商標

ベンチャービジネス

食育研究所

種別 出願番号

区分

ＵＰ－ＤＯ

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.25 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.31 手続補正書
2006.10.31 意見書
2006.11.01 手続補足書
2006.11.02 認定･付加情報
2006.11.02 認定･付加情報
2006.12.04 認定･付加情報
2006.12.27 拒絶査定

09,16,41

【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
手帳，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ・その他の記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，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，録音済みの磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，その他のレ
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，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，録画済みＣＤ－ＲＯＭ，電子出版物，ダウンロード可能なコン
ピュータプログラム，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像
【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，
【28】運動用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.09.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.22 拒絶査定
2007.03.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2006-038282
標準

通常:
2006-038646
標準

通常:
2006-038720
標準
16

113

圧熱紙

通常:
2006-040147
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】寝台，クッション，座布団，まくら，マットレス

28
112

指定商品・役務

20

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.09.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.26 拒絶査定

【16】プリンター用紙（「レーザープリンター用紙」を除く），その他の紙類，ノーカーボン複写 【中間記録情報】
［審査］
紙，その他の紙製文房具
2006.04.17 願書
2006.05.16 認定･付加情報
2006.09.14 出願人名義変更届
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.11.20 手続補正書
2006.11.20 意見書
2006.11.21 手続補足書
2006.12.20 認定･付加情報
2006.12.25 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,21,25,28

114

革命戦士

通常 2006-041016

09,16,21,25,28

115

116

117

118

119

維新軍

革命戦士 長州 力

維新軍 長州 力

長州 力

ドクターきらら

通常 2006-041017

指定商品・役務

09,16,21,25,28

【09】スロットマシン，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，音楽ＣＤ，映像ビデオディスク及びビデオ
テープ
【16】文房具類，紙類，印刷物，写真，写真立て
【21】食器類
【25】被服，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】ぱちんこ，マスコット人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
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))
2006.12.22 拒絶査定
2007.02.02 手続補正書
2007.04.13 却下理由通知書(中間書類)
2007.07.20 手続却下の処分(却下理由)

09,16,21,25,28

【09】スロットマシン，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，音楽ＣＤ，映像ビデオディスク及びビデオ
テープ
【16】文房具類，紙類，印刷物，写真，写真立て
【21】食器類
【25】被服，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】ぱちんこ，マスコット人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
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))
2006.12.22 拒絶査定
2007.02.02 手続補正書
2007.04.20 却下理由通知書(中間書類)
2007.07.27 手続却下の処分(却下理由)

09,16,21,25,28

【09】スロットマシン，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，音楽ＣＤ，映像ビデオディスク及びビデオ
テープ
【16】文房具類，紙類，印刷物，写真，写真立て
【21】食器類
【25】被服，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】ぱちんこ，マスコット人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
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))
2006.12.22 拒絶査定
2007.02.02 手続補正書
2007.04.20 却下理由通知書(中間書類)
2007.07.27 手続却下の処分(却下理由)

16,44

【16】印刷物
【44】医療情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.22 拒絶査定

通常 2006-041018

通常 2006-041019

通常 2006-041020

通常:
2006-041553
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】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 【中間記録情報】
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，音楽ＣＤ，映像ビデオディスク及びビデオテープ
［審査］
【16】文房具類，紙類，印刷物，写真，写真立て
2006.04.20 願書
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【21】食器類
【25】被服，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
号)
【28】ぱちんこ，マスコット人形
2006.12.22 拒絶査定
2007.02.02 手続補正書
2007.04.20 却下理由通知書(中間書類)
2007.07.27 手続却下の処分(却下理由)
【09】スロットマシン，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 【中間記録情報】
ログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，音楽ＣＤ，映像ビデオディスク及びビデオ ［審査］
テープ
2006.04.20 願書
【16】文房具類，紙類，印刷物，写真，写真立て
2006.09.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【21】食器類
条1項11号を除く))
【25】被服，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
2006.12.22 拒絶査定
2007.02.02 手続補正書
【28】ぱちんこ，マスコット人形
2007.03.16 却下理由通知書(中間書類)
2007.06.22 手続却下の処分(却下理由)
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120

121

122

123

商標（見本）

商標

英会話とっさのひとこと辞典

英会話ビジネスひとこと辞典

ＰＬＡＹ ＹＯＵＲ ＤＲＥＡＭ

Ｐｉｎｋｉｓｈ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】印刷物，雑誌，書籍

16

【16】辞典

28

【28】おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダ 【中間記録情報】
イヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マー ［審査］
2006.05.24 願書
ジャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具
2006.05.24 認定･付加情報
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.12.11 意見書
2006.12.21 拒絶査定

16

【16】筆記用具

通常:
2006-041995
標準

通常:
2006-041999
標準

通常 2006-047656

通常:
2006-050060
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
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.10.03 手続補正書
2006.10.03 意見書
2006.11.08 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定
2007.03.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.24 願書
2006.09.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.10.03 手続補正書
2006.10.03 意見書
2006.11.08 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶査定
2007.10.22 手続補正書
2008.01.18 登録料納付
［登録］
2008.01.12 登録査定書
2008.01.18 設定納付書
2008.02.19 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.07 手続補正書
2006.12.07 意見書
2006.12.11 拒絶査定

