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

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
12,20,25,28

1

子どもを祈り あたたかい心を
育む

3

4

5

特選素材

みやこ焼

認知症の人のためのケアマネ
ジメントセンター方式

竹柩

21

【21】陶磁製食器

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.17 願書
2005.09.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.10 意見書
2005.12.21 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定

09,16,41

【09】認知症アセスメント・ケアマネジメント・ケアに関する電子計算機用プログラム，電子出 【中間記録情報】
版物
［審査］
【16】認知症アセスメント・ケアマネジメント・ケアに関する書籍，印刷物
2005.02.23 願書
【41】認知症アセスメント・ケアマネジメント・ケアに関する知識の教授
2005.09.30 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))
2005.12.13 手続補正書
2005.12.13 意見書
2006.01.24 認定･付加情報
2006.01.31 認定･付加情報
2006.03.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.02.02 拒絶査定

20

【20】葬祭用具

通常:
2004-116374
標準

通常 2004-119551

通常 2005-018027

通常:
2005-019508
標準

通常 2005-023285

※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］
2004.12.21 願書
2005.02.23 手続補正書(方式)
2005.07.29 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.07.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.02 手続補正書
2005.08.02 手続補足書
2005.08.02 意見書
2005.08.30 認定･付加情報
2005.09.16 補正の却下の決定
2007.02.19 拒絶査定

16

2

指定商品・役務
【12】車いす，妊婦用シートベルト補助具，自動車用チャイルドシート，その他の自動車並び
にその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，折畳み式
乳母車，その他の乳母車，乳母車の部品及び附属品，人力車，そり，老人用の歩行補助
車，老人用手押し車，その他の手押し車，荷車，馬車，リヤカー
【20】錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・
竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆（金属製のものを除く。），うちわ，せん
す，帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，ハンガーボード，タオル用ディスペン
サー（金属製のものを除く。），家庭用介護ベッド，ベビーベッド，その他のベッド，育児い
す，その他の家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょう
ぶ，ベンチ，揺りかご，いすとしても使用できる歩行器，その他の幼児用歩行器，スリーピン
グバッグ
【25】子守帯，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装
用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】おもちゃ，人形，スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除
く。），愛玩動物用おもちゃ，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカッ
プ，ダイアモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手芸用具，ドミノ用具，トランプ，花
【16】洋紙，板紙，和紙，加工紙，セロハン類，合成紙，紙製包装用容器，楽譜，歌集，カタ
ログ，カレンダー，雑誌，書籍，新聞，地図，日記帳，ニューズレター，パンフレット，書画，
写真，遊戯用カード，紙製文房具，筆記用具，絵画用材料，その他の文房具類，インキ，
シール，しおり，ステッカー，ラベル（布製のものを除く。），接着テープ，活字，宛名印刷機，
水槽用装飾品
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【中間記録情報】
［審査］
2004.12.16 願書
2005.01.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.01.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.08.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.05 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.10.05 手続補正書
2005.10.05 意見書
2005.11.11 認定･付加情報
2005.11.11 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.03 願書
2005.05.09 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.17 意見書
2006.07.14 手続補正指令書(中間書類)
2006.08.04 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
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No.

商標（見本）

6

7

8

商標

エコクリスタル

ＳＥＲＩＥＳ １３

皿リーマー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】クリスタルガラス製写真立て，クリスタルガラス製ペン立て，クリスタルガラス製地球
儀，クリスタルガラス製文鎮，クリスタルガラス製ペーパーナイフ

28,40

【28】スノーボード，その他の運動用具，スノーボード用ワックス
【中間記録情報】
【40】受託によるスノーボードの製造，金属の加工，ゴムの加工，プラスチックの加工，セラ ［審査］
2005.04.18 願書
ミックの加工，木材の加工，紙の加工，石材の加工，剥製，竹・木皮・とう・つる・その他の
2005.06.27 優先権証明書提出書
植物性基礎材料の加工（食物原材料の加工を除く。），印章の彫刻，グラビア製版
2005.08.11 認定･付加情報
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.02 期間延長請求書
2006.04.03 意見書
2007.02.09 拒絶査定

06,20

【06】金属製金具
【中間記録情報】
【20】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 ［審査］
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－（金属製・ゴ 2005.05.30 願書
2005.12.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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。）
条1項11号を除く))
2006.01.30 手続補正書
2006.01.30 意見書
2007.02.06 拒絶査定
2007.05.10 手続補正書(方式)
2008.02.05 登録料納付
［登録］
2008.01.08 登録査定書
2008.02.05 設定納付書
2008.03.04 登録証

通常:
2005-026412
標準

優先:
2005-034288
標準

通常:
2005-047388
標準

中間記録

16

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.14 願書
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.30 手続補正書
2005.11.30 意見書
2007.02.23 拒絶査定

16,29,30,31,32,33,4 【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］
1,43

9

つくる、たべる、はなす。

通常:
2005-050552
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。

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
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
うざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんと
う，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食
用グルテン
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
盆栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
種繭，種卵，うるしの実，未加工のコルク，やしの葉
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2005.06.07 願書
2005.06.07 認定･付加情報
2005.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.11 手続補正書
2006.01.11 意見書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.01.11 認定･付加情報
2006.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.05 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

09,16,25,28,35,38,4 【09】ダウンロード可能な画像・映像・音声，レコード又は録音・録画済み記録媒体，業務用 【中間記録情報】
テレビゲーム機，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 ［審査］
1

10

ゴルフ格闘技

通常:
2005-053049
標準

34

11

ＮＡＮＯ

通常:
2005-071627
標準

09,16

12

ＦｌａｇＴａｇ

レビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回
路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動用保護ヘルメット，映写フィルム，スライドフィル
ム，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，電気式鉛筆削り，印刷したくじ（おも
ちゃを除く。），紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【25】被服，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊
靴
【28】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，歌がるた，さいころ，すごろく，手品用具，トランプ，遊戯用器具，運動用具
【35】オークションの企画・運営又は開催，広告，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。），放送，報道をする者に対するニュースの供給
【41】ゴルフ及びゴルフ競技会に関する情報の提供，ゴルフ場・ゴルフ練習場に関する情報
の提供，コンピューターネットワークによるオンラインゲームの提供，オンラインによる画像・
映像の提供，当せん金付証票の発売，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，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，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。），運動施設の提供，娯
【34】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

優先:
2005-076579
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。

2005.06.13 願書
2005.06.13 手続補足書
2005.06.16 認定･付加情報
2005.06.16 認定･付加情報
2006.02.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.30 意見書
2006.03.30 手続補足書
2006.04.26 認定･付加情報
2007.02.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2005.08.02 認定･付加情報
2006.03.23 復代理人受任届
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.01 認定･付加情報
2006.07.13 期間延長請求書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.08.11 意見書
2006.08.11 手続補足書
2006.08.14 認定･付加情報
2006.09.08 認定･付加情報
2007.02.01 拒絶査定

【09】共振回路又はＩＣチップを組み込んだ電子共振タグ，電子共振タグの記録情報の読取 【中間記録情報】
り・書き込み装置，電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
［審査］
2005.08.16 願書
【16】接着性を有する紙製ラベル・タグ・カード，紙類
2005.11.15 優先権証明書提出書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.09 手続補正書
2006.05.09 意見書
2006.05.09 手続補足書
2006.06.05 認定･付加情報
2007.02.06 拒絶査定
2007.05.01 手続補正書
2007.05.01 手続補足書
2008.02.14 登録料納付
［登録］
2008.01.29 登録査定書
2008.02.14 設定納付書
2008.03.11 登録証
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No.

13

14

15

16

17

商標（見本）

商標

香りのバット

ふくらーむ

ニッポンキャピタルクラブ

鼻すっきりウェット

鼻すっきりｗｅｔ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【28】光学刻印加工によるデザイン図形を施した装飾・置物用野球バット

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.17 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.08 意見書
2006.05.08 認定･付加情報
2007.02.15 拒絶査定

17

【17】農業用プラスチックフィルム

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.11 意見書
2007.02.05 拒絶査定

16

【16】雑誌，新聞，その他の印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2005.09.15 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

16

【16】衛生手ふき，紙製タオル，紙製手ふき，鼻用衛生ティッシュペーパー

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 意見書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 代理人受任届
2006.06.28 認定･付加情報
2006.07.25 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定

16

【16】衛生手ふき，紙製タオル，紙製手ふき，鼻用衛生ティッシュペーパー

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.25 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.27 意見書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 代理人受任届
2006.06.30 認定･付加情報
2006.07.25 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定

通常 2005-076706

通常:
2005-081235
標準

通常 2005-086648

通常:
2005-099766
標準

通常:
2005-099767
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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３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

18

19

20

商標（見本）

商標

本設地盤注入

マイグラス

中学英語まるごとマスター

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2005.11.17 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

21

【21】食器類（貴金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

09,16

【09】録音又は録画済み磁気ディスク・光ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・コンパクトディスク・ＭＤ・ＤＶ 【中間記録情報】
Ｄ，電子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，地図情報・各種 ［審査］
2005.12.09 願書
統計情報を記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤその他の記録媒体，
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
文字・画像・音声情報を記憶させたＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，業務用テレビゲーム
機，電気通信機械器具，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 項16号)
のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，録画済みビデオディスク及びビデオ 2007.02.16 拒絶査定
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，
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
【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 2005.12.09 認定･付加情報
毛
2006.05.29 刊行物等提出書
2006.06.26 認定･付加情報
【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， 2006.06.30 刊行物等提出による通知書
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写 2006.07.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
2006.12.20 意見書
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手 2006.12.20 認定･付加情報
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文 2006.12.21 手続補足書
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2007.01.25 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
【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，

通常:
2005-102490
標準

通常:
2005-102819
標準

通常:
2005-115711
標準

ヒーリングコスメ＼Ｈｅａｌｉｎｇ Ｃｏ
通常 2005-115776
ｓｍｅ

※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】カタログ，雑誌，書籍，新聞，パンフレット
【37】地盤改良工事

03,16,41,44

21

指定商品・役務

16,37
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,16,41,44

22

ヒーリングメイクアップ＼Ｈｅａｌｉｎ
通常 2005-115777
ｇ Ｍａｋｅｕｐ

16

23

ＰＬＡＴＩＮＵＭ

通常:
2005-117907
標準

05,09,10,16,41

24

ＡＳ ＩＮＤＩＶＩＤＵＡＬ ＡＳ ＹＯＵ
優先 2006-003198
ＡＲＥ

05,09,10,16,41

25

Ｔ－ＯＰＴＩＭＩＺＥＤ

優先 2006-003199

16,41
26

ＥＱ

指定商品・役務

【05】生組織を材料とする外科用インプラント
【09】コンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品
【10】眼科用インプラント，外科用の眼科用インプラントを埋め込む為の器具，その他の医
療用機械器具
【16】眼科の屈折矯正の外科的処置に関する書籍・マニュアル・小冊子・パンフレット，その
他の印刷物
【41】眼科の屈折矯正の外科的処置に関する医師に対する教育・訓練，眼科の屈折矯正の
外科的処置に関するセミナーの企画・運営又は開催，眼科の屈折矯正の外科的処置に関
する書籍の制作，眼科の屈折矯正の外科的処置に関するビデオの制作（映画・放送番組・
広告用のものを除く。）
【05】生組織を材料とする外科用インプラント
【09】コンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具及びその部品
【10】眼科用インプラント，外科用の眼科用インプラントを埋め込む為の器具，その他の医
療用機械器具
【16】眼科の屈折矯正の外科的処置に関する書籍・マニュアル・小冊子・パンフレット，その
他の印刷物
【41】眼科の屈折矯正の外科的処置に関する医師に対する教育・訓練，眼科の屈折矯正の
外科的処置に関するセミナーの企画・運営又は開催，眼科の屈折矯正の外科的処置に関
する書籍の制作，眼科の屈折矯正の外科的処置に関するビデオの制作（映画・放送番組・
広告用のものを除く。）
【16】雑誌，書籍その他の印刷物
【41】オンラインによる電子書籍・電子雑誌その他の電子出版物の提供，雑誌・書籍の制作

通常:
2006-003920
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

【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 2005.12.09 認定･付加情報
毛
2006.05.29 刊行物等提出書
2006.06.23 認定･付加情報
【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， 2006.06.30 刊行物等提出による通知書
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写 2006.07.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
2006.12.20 意見書
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手 2006.12.20 認定･付加情報
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文 2006.12.21 手続補足書
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2007.01.25 認定･付加情報
2007.02.02 拒絶査定
【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，
【16】印刷物
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2005.12.15 手続補足書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶理由通知書(第4条1項13号)
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.02.22 優先権証明書提出書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.31 認定情報通知書
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.18 願書
2006.02.22 優先権証明書提出書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.20 願書
2006.08.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.28 期間延長請求書
2007.02.26 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,41

27

特別個別指導

通常 2006-007235

16
28

ＨＹＢＲＩＤＣＡＲＤ

ＥＣＯＴＯＹ＼エコトイ

通常 2006-015676

※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］
2006.01.31 願書
2006.01.31 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.09 拒絶査定

【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，

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.10 願書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

通常:
2006-009975
標準
09,28

29

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
【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】印刷物

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.26 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

2008/11/13
9／26

３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

30

31

商標（見本）

商標

歯の女神ティンクル

絵本フェスティバル

種別 出願番号

区分

バングルズ

【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)
2006.03.25 手続補正書(方式)
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.28 手続補正書
2006.10.13 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.30 手続補正書(方式)
2006.12.15 認定･付加情報
2006.12.22 補正の却下の決定
2007.02.02 拒絶査定

16,41

【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，ポストカード紙
【41】絵本又は絵本制作に関する知識の教授，絵本又は絵本制作に関するセミナーの企
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，絵本又は絵
本制作に関する興行の企画・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又は光ディスクの貸与，録画済み磁気テープ又は光ディスクの貸与，
【14】キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・
塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴金属製針
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
【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，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属
品，電子おもちゃ，おもちゃ，人形，遊戯用カード，トレーディングカードゲーム用カード，
ボードゲーム，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
【28】ゲーム用具，室内ゲーム用具，盤ゲーム，おもちゃ，トランプ，遊戯用器具，遊園地用
機械器具（業務用テレビゲームを除く。），運動用具，釣具，スキーワックス

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.02 願書
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.06 拒絶査定

通常 2006-017089

通常:
2006-018421
標準

通常:
2006-020579
標準

28

33

ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＣＡＲＳ ＣＯＬＬ
ＥＣＴＩＯＮ＼国産名車＼コレク 分割 2006-023419
ション

※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】絵本
【21】歯ブラシ，乳歯入れ
【28】おもちゃ
【41】アルバム・絵本・カレンダーの制作の企画

14,28

32

指定商品・役務

16,21,28,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.08 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.15 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))
2006.08.09 上申書
2006.11.02 手続補正書
2006.11.02 意見書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.10 意見書
2007.02.02 拒絶査定

2008/11/13
10／26

３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

34

パパ・ママコーチング

通常:
2006-027642
標準

09,16,41,42

35

情報モラルＮａｖｉ

通常 2006-030112

20
36

新スタイリッシュ モダン仏壇

指定商品・役務

中間記録

【09】録音済みのコンパクトディスク，その他のレコード，その他の録音済み記録媒体，ダウ
ンロード可能な音楽，ダウンロード可能な映像・画像，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープその他の録画済み記録媒体，電子書籍・電子雑誌その他の電子出版物，電子計算
機用プログラム，電子計算機（中央処理装置その他の周辺機器を含む。），その他の電子
応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，写真機械器具
【16】新聞，雑誌その他の定期刊行物（電子雑誌その他の電子出版物の内容を記憶させた
記録媒体が付録として付いたのもの・画像又は音声を記憶させた記録媒体が付録として付
いたのものを含む。），カレンダー，絵はがき，絵本，漫画本，ハンドブック，ポスター，その
他の印刷物，教材（器具に当たるものを除く。），雑誌・日記帳・時刻表用カバー，模型又は
塑像製作用の粘土，絵筆，木材パルプ製ボード紙（文房具），索引カード用付せん，封かん
紙，サイン帳，アドレス帳，グリーティングカード，ペーパーリボン，ルーズリーフ式バイン
ダー，絵の具箱（学用品），ブックカバー，システム手帳カバー，事務用ペーパーナイフ又は
カッター，字消し用品，チョーク保持用具，図表指示棒（電気式のものを除く。），スタンプホ
ルダー，ペンケース，写真台紙用具，アルバム，ノートブック，用せん，便せん，封筒，その
他の紙製文房具，ペン，鉛筆，クレヨン，マーカー，その他の筆記用具，カンバス，その他
の絵画用材料，消しゴム，定規，スタンプ台，ステッカー，しおり，スタンプ，その他の文房
具類，小切手帳ホルダー，パスポートホルダー，はがき，ポートレート，写真，写真立て，模
型又は塑像製作用のペースト，その他の事務用又は家庭用ののり及び接着剤，澱粉を原
料とする包装用詰物材，紙製包装用容器，事務用ゴムバンド，天ぷら敷紙，電子レンジ調
理用袋，紙製コースター，紙製コーヒーフィルター，紙製テーブルマット，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，ししゅう用図案，型紙，裁縫用
チャコ，紙製のぼり，紙製旗，化粧落とし用紙ナプキン，化粧落とし用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，荷札，紙製
テーブルクロス，板紙，包装用紙，贈り物用装飾付包装用紙，トイレットペーパー，図表用
【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，
【20】葬祭用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.28 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.10.02 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))
2007.02.05 拒絶査定

通常 2006-034224

※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］
2006.04.04 願書
2006.04.04 認定･付加情報
2006.09.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

2008/11/13
11／26

３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

37

38

商標（見本）

商標

モダン仏壇

もみじ寺

種別 出願番号

区分

ＹＡＭＡＧＡ

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.30 願書
2006.04.21 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

03,14,20,21

【03】せっけん類，におい袋，薫香，線香，吸香，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
【14】盆及びようじ入れ，貴金属製の花瓶及び水盤，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立
て，貴金属製のがま口及び財布，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，宝玉及び
その模造品，時計，記念カップ，記念たて，キーホルダー
【20】仏壇，位はい，数珠，輪灯，絵馬，骨つぼ，三宝，納棺用品，花立て，ひつぎ，へいじ，
水玉，木魚，うちわ，せんす，盆（金属製のものを除く。）
【21】食器類（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。），しゃもじ，すりこぎ，栓抜，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ようじ，靴
べら，愛玩動物用食器，犬のおしゃぶり，貯金箱（金属製のものを除く。），ろうそく消し及び
ろうそく立て（貴金属製のものを除く。），花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。），風鈴，
香炉，お守り，破魔矢，板製のお札，紙製のお札，おみくじ
【28】空手着、空手用具（拳サポーター・プロテクター・マウスピース・帯・ミット）
【41】スポーツ大会（空手道の試合）の企画立案、運営指導、開催。

【中間記録情報】
［審査］
2006.03.31 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

【16】血液型と人間の気質行動、社会現象の関連性に対する研究成果を記した印刷物
【41】血液型と人間の気質行動、社会現象の関連性に対する研究，知識の教授，知識の教
授に関する情報の提供，カウンセラー養成，カウンセラー養成に関する情報の提供セミ
ナーの企画・運営・開催，セミナーの企画・運営・開催に関する情報の提供，映画、演芸、
演劇の興行の企画又は運営，映画、演芸、演劇の興行の企画又は運営に関する情報の提
供，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制
作に関する情報の提供，書籍の制作，書籍の制作に関する情報の提供，放送番組の制
作，放送番組の制作に関する情報の提供，電子出版物の提供，電子出版物の提供に関す
る情報の提供，図書及び記録の供覧，図書及び記録の供覧に関する情報の提供，通訳，
【20】寝台

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.18 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.16 拒絶査定

通常 2006-034225

通常 2006-034234

通常 2006-039418

16,41

40

血液型人間学＼Ｂｌｏｏｄ ｔｙｐｅ
ｈｕｍａｎｉｃ

通常 2006-040096

20
41

癒し安眠すのこベッド

通常:
2006-042232
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】葬祭用具

28,41
39

指定商品・役務

20
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【中間記録情報】
［審査］
2006.04.14 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.05.18 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)
2007.02.09 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28,41

42

大人と子供の

通常 2006-042402

21

43

ＮＥＷ ＹＯＲＫ＼ＥＬＥＧＡＮＣＥ
通常 2006-043181
＼ニューヨークエレガンス

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

指定商品・役務
【09】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，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，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，ＩＣカードその他の周辺機器を含む。），ダウン
ロード可能なコンピュータ用プログラム及びコンピュータ用ゲームの追加データ，電気通信
機械器具（携帯電話用ストラップその他の電気通信機械器具の部品及び附属品を含
む。），家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶さ
せた読出し専用のカートリッジ式電子回路・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・その他の記憶媒体，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プロ
グラム及び同追加データ，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その他の記憶媒体，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用のプログラム及び同追加データ，レコード（録音済みコンパクトディスクを含む。），
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，ダウンロード可能な音楽，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，ダウンロード可能な画像，電子出版物，自動販
売機，遊戯用メダル貸出機
【28】業務用ゲーム機（業務用テレビゲーム機を除く。），業務用ゲーム機の筐体（業務用テ
レビゲーム機用のものを除く。），業務用ゲーム機の部品・周辺装置及び附属品（業務用テ
レビゲーム機の部品・周辺装置及び附属品を除く。），業務用遊戯ロボット，その他の遊園
地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），遊戯用器具，ビリヤード用具，囲碁用具，
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製包装用容器（「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，電気式歯ブラシ，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.05.12 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.02 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（雑貨）２００７．０２.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

01,03,05,16,21,29,3 【01】化学品
0,31,32,39,41,42,44 【03】せっけん類，香料類，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，歯磨き

44

Ｉｎ Ｈａｒｍｏｎｙ ｗｉｔｈ Ｌｉｆｅ

通常:
2006-043372
標準

16
45

46

47

48

はじめからわかる本

はじめからできる本

解き方がよくわかる本

よくわかる本

通常:
2006-043709
標準

【中間記録情報】
［審査］
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯， 2006.05.12 願書
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， 2006.05.12 認定･付加情報
胸当てパッド
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【16】紙類，印刷物，文房具類
2007.02.02 拒絶査定
【21】化粧用具
【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及
び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又は
スープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆
腐，納豆，食用たんぱく
【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除
く。），米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工
品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，
べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリー
ムのもと，シャーベットのもと，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキ
ングパウダー，氷，アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，酒かす，ホイップクリー
ム用安定剤
【31】あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，うるしの実，コプラ，麦
芽，ホップ，未加工のコルク，やしの葉，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，獣
類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，種繭，種
卵，飼料，釣り用餌，果実，野菜，糖料作物，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗
木，花，牧草，盆栽，生花の花輪，飼料用たんぱく
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホップ
エキス
【16】新聞，雑誌，書籍，双書，写真
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

16

【16】新聞，雑誌，書籍，双書，写真

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

16

【16】新聞，雑誌，書籍，双書，写真

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

16

【16】新聞，雑誌，書籍，双書，写真

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

通常:
2006-043710
標準

通常:
2006-043711
標準

通常:
2006-043713
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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３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

49

50

51

商標（見本）

商標

やさしく学んで点をとる

グランド・クラシック

牡丹杯

種別 出願番号

区分

§ＳｕＧａｈａｒａ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

20

【20】家具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.15 願書
2006.10.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

21

【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，きん金ブラシ，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，焼めんき
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
【11】照明用器具，石油ランプ，水道蛇口用ハンドル
【19】建築用ガラス，扉のとっ手（金属製のものを除く。）
【21】ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），食器類（貴金属製のものを除く。），アイス
ペール，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。），食品保存用ガラス
瓶，はし，はし置き，マドラー，洗面器，化粧用具（電気式歯ブラシを除く。），ガラス製包装
用容器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，ろうそく消し及びろうそく立て
（貴金属製のものを除く。），花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。），香炉，風鈴

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.17 願書
2006.10.27 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))
2007.02.02 拒絶査定

【16】紙類，印刷物，印刷したくじ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.02 願書
2006.05.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.09 手続補正指令書(出願)
2006.06.15 手続補正書(方式)
2006.07.21 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)
2007.02.09 拒絶査定

通常:
2006-043714
標準

通常:
2006-044028
標準

通常 2006-044886

通常 2006-045586

16

53

カラーマーク＼ＣｏｌｏｒＭａｒｋ

通常 2006-045691

※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】新聞，雑誌，書籍，双書，写真

11,19,21

52

指定商品・役務

16

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.08.24 優先権証明請求書
2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.29 意見書
2007.02.06 拒絶査定
2007.03.08 手続補正書
2007.03.08 手続補足書
2007.06.11 手続補正書(方式)
2007.06.12 手続補足書
2008.09.16 手続補足書

2008/11/13
15／26

３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,41

54

55

56

57

タフホルダー

ＢＲＡＶＥ ＳＴＯＲＹ

21

16

【16】文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.05.23 手続補足書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.02 認定情報通知書
2006.06.21 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

09,28

【09】電池，電気通信機械器具，電気通信機械器具の部品及び付属品，電子出版物，コン
ピュータ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・ＣＤ－Ｉ・ＣＤ－ＲＯＭ
及びＤＶＤ，その他の電子応用機械器具及びその部品，業務用ビデオ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・磁気テープ・ＣＤ－Ｉ・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ，そ
の他の業務用ビデオゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた
電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－Ｉ・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ，その他の家庭用テレ
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・磁気ディスク・磁気テープ・ＣＤ－Ｉ・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤ，ダウンロードもしくはインス
トール可能な電子計算機用プログラム，ダウンロードもしくはインストール可能な家庭用テ
レビゲームおもちゃ用プログラム，ダウンロードもしくはインストール可能な業務用ビデオ
ゲーム機用プログラム，ダウンロードもしくはインストール可能な携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用プログラム，ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム，ダウンロード可
能な移動体電話の着信用音楽又は音声，ダウンロード可能な移用電話着信メロディー，ダ
ウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な音楽・音声・映像，ダウンロード可能な音声及
び音楽，ダウンロード可能な携帯電話の着信用音楽，ダウンロード可能な着信音，通信
ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像
【28】携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，その他のおもちゃ，遊戯用器具，かるた，トランプ，
遊戯用カード，さいころ，すごろく，ダイヤモンドゲーム，人形，遊園地用機械器具（業務用

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

通常:
2006-046885
標準

通常:
2006-047165
標準

通常:
2006-047285
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］
2006.05.23 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定

世界の言葉が、ボクの、キミの、
通常 2006-046860
アナタの言葉になる。

すべり止め茶碗

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
【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
【21】茶わん

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.23 願書
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定

2008/11/13
16／26

３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28,41

58

デジタルトイ

通常:
2006-047286
標準

03,09,14,16,18,21,2
5,26,28,41

59

おそろい

通常:
2006-047333
標準

16,44
60

特定健診

通常:
2006-047516
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，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，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，携帯電話機用ストラップ及びその他の電気通信
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，録音済みコンパクトディスク及びその他の録音済み光学式又は磁気式記録媒
体，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，その他の録画済みの光学式又は磁気式記録媒体，電子出版物，消火器，電
動式扉開閉装置，ダウンロード可能な移動体電話の着信用音楽又は音声，ダウンロード可
能な移用電話着信メロディー，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な音楽・音声・映
像，ダウンロード可能な音声及び音楽，ダウンロード可能な携帯電話の着信用音楽，ダウ
ンロード可能な着信音，通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類
【09】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，自動販売機，両替機，業務用テレビ
ゲーム機，業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テー
プ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，乗物運転技能訓練用
シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，写真機械器具，映画機械器具，光学機械
器具，電池，電気通信機械器具，コンピュータ，パーソナルコンピュータ用ゲームプログラ
ムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，電子
計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームお
もちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・
磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，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・ＲＯＭカートリッジ・その他の記録媒体，ス
ロットマシン，レコード，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【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，記
念カップ，記念たて，身飾品，時計，宝石及びその原石並びに宝玉の模造品
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インク
リボン，こんにゃく版複写機，自動印刷はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封か
ん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細
断機，郵便料金計器，輪転謄写機，電気式鉛筆削り，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容
器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，紙製の
ぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，
紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】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，皮革
【21】デンタルフロス，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
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物
【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
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
具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.10 願書
2006.10.27 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))
2007.02.09 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.05.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.10.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.05 拒絶査定

2008/11/13
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３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

61

62

商標（見本）

商標

自己採血簡易検査キット

ペン画

種別 出願番号

区分

徳育

16,41

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

通常:
2006-047621
標準

通常:
2006-047853
標準

通常:
2006-047854
標準

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

中間記録

【16】雑誌，新聞，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 2006.05.24 願書
2006.11.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
具の貸与
項16号)
2007.02.26 拒絶査定

16,41

63

指定商品・役務

16,44
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.09 拒絶査定
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No.

64

65

66

67

68

69

70

商標（見本）

商標

プロニーズ＼ＰＲＯＮｅｅｄｓ

妖怪フィギュアコレクション

かみようじ

ぽかぽかセラミック

快眠セラミック

アレンジカップ

歯の裏スッキリ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，文房具類

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，キャラクターを模したフィギュア，その他の人形，囲碁用具，歌がるた，将 ［審査］
2006.05.25 願書
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， 2006.05.25 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
運動用具，釣り具，昆虫採集用具
項16号)
2007.02.13 拒絶査定
2007.05.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

21

【21】ようじ

20

【20】波動の高いエネルギーのある１１種類の鉱石を絶妙なバランスで配合し、微弱な放射 【中間記録情報】
線・遠赤外線・マイナスイオンを放射してホルミシス機能をもつセラミックに、保温機能を加 ［審査］
2006.05.12 願書
えることもできるようにしたマット・椅子です。
2006.10.27 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))
2007.02.02 拒絶査定

20

【20】波動の高いエネルギーのある１１種類の鉱石を絶妙なバランスで配合し、微弱な放射 【中間記録情報】
線・遠赤外線・マイナスイオンを放射してホルミシス機能をもつセラミックに、保温機能を加 ［審査］
えることもできるようにしたマット・ベッドです。
2006.05.12 願書
2006.10.27 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))
2007.02.02 拒絶査定

21

【21】花瓶及び水盤（貴金属製のものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.07.24 手続補正書(方式)
2006.08.22 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

21

【21】化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

通常 2006-047941

通常:
2006-048024
標準

通常:
2006-048154
標準

通常 2006-048257

通常 2006-048258

通常 2006-049268

通常 2006-050275

※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］
2006.05.25 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.25 願書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.11.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.07 拒絶査定
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No.

71

72

商標（見本）

商標

歯の裏ピッタリ

キャンバス写真

種別 出願番号

区分

ボリュームスタイリング＼ＶＯＬ
ＵＭＥ ＳＴＹＬＩＮＧ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.02 拒絶査定

09,16

【09】写真、絵画、イラスト、コピー等を含むあらゆるイメージをキャンバスに、印刷した作
品、及びこのキャンバス写真に油彩、水彩し着色した作品を含む呼称とし、これを制作、或
いは第３者をして制作せしめ、これらの作品をインターネット等の通信メディアを利用した、
販売、オークション販売、レンタル等を含む流通業務等を行う
【16】写真、絵画、イラスト、コピー等を含むあらゆるイメージをキャンバスに、印刷した作
品、及びこのキャンバス写真に油彩、水彩し着色した作品を含む呼称とし、これを制作、或
いは第３者をして制作せしめ、これらの作品を画廊、ギャラリー或いは展示スペースを併設
した、小売店、観客が期待出来る、旅館ホテルロビー、自動車会社ロビー、レストラン、
バー、ショッピングセンター、デパート、ブティック、診療所、病院、老人ホーム、一般企業ロ
ビー、貸ビルロビー、ゴルフ場等を含む企業の建物壁面を含む展示スペース等において、
展示催事業務、展示販売、インターネットを利用しないオークション販売、インターネットを
利用した展示会場でのオークション販売及びレンタルを含む普及業務を行う
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.20 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.07.04 手続補正書(方式)
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.02 認定･付加情報
2006.10.27 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))
2007.02.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.10.30 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.10 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.16 拒絶査定

21

【20】ソファ，安楽椅子，揺り椅子，ひじかけいす，寝いす，その他の椅子，ベッド，家具，椅
子用マットレス，クッション，座布団，まくら，マットレス，ベッド用マットレス，ソファとして使用
可能なマットレス，海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），美容院用いす，
カーテン金具，錠（電気式又は金属製のものを除く。），麦わらさなだ，木製の包装用容器
（「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。），竹製の包装用容器，プラスチック製きょう木，
プラスチック製包装用葉，コルク製栓，プラスチック製栓，プラスチック製ふた，木製栓，木
製ふた，ストロー，盆（金属製のものを除く。），ししゅう用枠，ネームプレート及び標札（金属
製のものを除く。），旗ざお，うちわ，せんす，植物の茎支持具，愛玩動物用ベッド，犬小
屋，小鳥用巣箱，きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵便受け（金属製又は石製
のものを除く。），帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，家庭用水槽（金属製又
は石製のものを除く。），ハンガーボード，工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディス
ペンサー（金属製のものを除く。），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
【21】ようじ

21

【21】洗面用具入れ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.16 拒絶査定

通常 2006-050276

通常:
2006-050864
標準

通常 2006-050986

20

74

75

76

カクテルチェア

ブラシようじ

シャワーポーチ

通常:
2006-051235
標準

通常:
2006-051263
標準

通常:
2006-052006
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】化粧用具

21
73

指定商品・役務

21
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.26 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.13 拒絶査定

2008/11/13
20／26

３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16

77

Ｗｅｂ祝儀袋・のし袋・香典袋・
慶弔袋

79

80

81

82

自分史写真集

ワンタッチお茶こしパック

キッチンクロゼット

16

【16】紙類，家庭用食品包装フィルム，不織布からなるコーヒー・茶こし用の袋

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.07 願書
2006.06.16 認定･付加情報
2006.06.23 認定情報通知書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

20

【20】家具

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.07 願書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.11.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.22 拒絶査定

16

【16】紙類，文房具類，写真，印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.26 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

28

【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，パ
チンコ器具，その他の遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具

通常:
2006-052066
標準

通常:
2006-052316
標準

通常:
2006-052838
標準

通常:
2006-052952
標準

エコプリント

通常:
2006-053028
標準

ＨＹＢＲＩＤ ＳＹＳＴＥＭ

通常:
2006-053410
標準

ＴＷＩＮ ＢＯＮＵＳ

通常:
2006-053411
標準

28
83

※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］
2006.05.22 願書
2006.06.23 手続補正指令書(出願)
2006.06.26 手続補正書(方式)
2006.08.01 認定･付加情報
2006.10.24 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.27 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.09 拒絶査定

16,41
78

指定商品・役務
【09】理化学機械器具，測定器機械器具，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，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，電子計算機用プログラム（電気通信回線を
通じてダウンロード・プリントアウトにより販売されるものを含む），オゾン発生器，ロケット，
業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，運動技能訓練用シ
ミュレーター，乗物運転技能訓練のシュミレーター，電子応用機械器具及びその部品，雑
誌・書籍・新聞・地図・写真・絵・図面・画像及び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・デジタルサーバタイルーＲＯＭ及び磁気テープ，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（電気通信回線を通じてダウン
ロード・プリントアウトにより販売されるものを含む）
【16】紙製包装用容器，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
【16】印刷物
【41】写真集の制作

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.07.07 代理権変更届
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.26 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.11.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.22 拒絶査定
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ， 【中間記録情報】
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 ［審査］
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，パ 2006.06.08 願書
2006.11.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
チンコ器具，その他の遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具
2007.02.22 拒絶査定
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2008/11/13
21／26

３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.
84

85

86

87

88

商標（見本）

商標
Ｐシャツ

南部鉄器

ペットエアコン

日本印章

ガーデンホーキ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】紙類，文房具類，写真，印刷物
【25】ワイシャツ、ブラウス、ポロシャツ、ティーシャツ
【40】布地、被服の加工処理（乾燥処理を含む。）

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.02 拒絶査定

21

【21】なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，栓抜，なべ敷
き，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），ろうそく立て（貴金属製のものを除く。），花瓶
及び水盤（貴金属製のものを除く。），風鈴，香炉

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.06.16 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.21 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

11,20

【11】暖冷房装置
【20】愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥巣箱

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.06.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.07 手続補正指令書(出願)
2006.07.12 手続補正書
2006.08.17 認定･付加情報
2006.08.17 認定･付加情報
2006.11.17 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))
2007.02.23 拒絶査定

16,20,40,45

【16】印章，印肉，印章収納箱，印章マット，印章用容器，黒水牛製の印章，印章ケース，印 【中間記録情報】
袋，朱肉，印鑑立て，印鑑，印鑑ケース，印章入れ
［審査］
【20】標札（金属性のものを除く）
2006.05.30 願書
【40】印章の加工又はその取次ぎ，印章の彫刻加工，印章の彫刻の取次ぎ，印章の彫刻及 2006.06.20 認定･付加情報
びこれに関する情報の提供，印鑑加工（取次ぎ），印鑑加工
2006.11.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.10 職権訂正通知書(職権訂正)
【45】印相に関する鑑定・相談，姓名判断
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.23 拒絶査定

21

【21】庭用の箒

通常:
2006-054452
標準

団体 2006-054453

通常 2006-054485

通常:
2006-054504
標準

通常:
2006-054733
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

16,25,40
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.10 手続補正書
2007.01.10 意見書
2007.02.02 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11,20

89

90

91

92

ＴＴ－ＢＲＯＮＺＥ＼ＴＴ－ブロン
ズ

ストアオーナー

花押のせかい

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 願書
2006.11.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.09 意見書
2007.01.12 手続補足書
2007.02.08 認定･付加情報
2007.02.23 拒絶査定
2007.04.26 手続補正書
2007.05.24 手続補正書(方式)
2007.05.28 手続補足書
2008.07.23 登録料納付
［登録］
2008.06.27 登録査定書
2008.07.23 設定納付書
2008.08.19 登録証

16

16

【16】文房具類，印刷物，書画

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.31 願書
2006.11.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

15,20

【15】楽器，演奏補助品
【20】家具，クッション，座布団，まくら，マットレス

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.06.23 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定

通常 2006-054815

通常:
2006-055039
標準

通常:
2006-055090
標準

サウンドチェアー／＼ＳＯＵＮＤ
通常 2006-055092
ＣＨＡＩＲ

※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

【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
【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用い
す，理髪用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金属
製又は石製のものを除く。），輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金属
代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及び
キャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファ
イバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まく
ら，マットレス，麦わらさなだ，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆
（金属製のものを除く。），ししゅう用枠，ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），
旗ざお，うちわ，せんす，植物の茎支持具，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，きゃ
たつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），帽子
掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，家庭用水槽（金属製又は石製のものを除
く。），ハンガーボード，工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディスペンサー（金属製の
ものを除く。），家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょう
ぶ，ベンチ，アドバルーン，木製又はプラスチック製の立て看板，食品見本模型，人工池，
【16】印刷物
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.01 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.16 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28,41

93

ご当地検定

子宮美人

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.06 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.02.16 拒絶査定

16

【16】紙類，印刷物，書画，写真，写真たて，文房具，教材（器具に当たるものを除く。），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－，チェックライタ－，謄写機，凸版複写機，文
書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マ－キング用孔開型機，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，裁断用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚
用水槽及びその付属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テ－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
【16】文房具類

21

【21】なべ類，焼き網，食器類（貴金属製のものを除く）

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.22 願書
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.26 拒絶査定

通常:
2006-055449
標準

通常 2006-056465

16

95

96

97

女子アナの言葉たち＼Ｂｉ－ｌｉｎｇ
通常 2006-056499
ｉｒｌ・バイリンガル２カ国語

合格

タフネスコート

通常:
2006-058292
標準

通常:
2006-058345
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］
2006.06.14 願書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.12.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.28 拒絶査定

16,44
94

指定商品・役務
【09】家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム，家庭用テレビゲームおもちゃ，携
帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム，携帯電話機用ゲームプログラム，コン
ピュータ用ゲームプログラム，教育用コンピュータソフトウェア，電子計算機，その他の電子
応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲーム機用のプログラム，業務用テレビゲーム
機，スロットマシン，携帯電話機用ストラップ，その他の電気通信機械器具，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，磁心，抵抗線，電極，ダウンロード可能な画
像・映像・文字，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
オテープ・ビデオディスク及びその他の記録媒体，電子出版物，ダウンロード可能な音楽又
は音声，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－ＲＯＭ，眼鏡，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，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，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，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，計算尺
【28】携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，教育用玩具，その他のおもちゃ，人形，囲碁用具，
【16】印刷物
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，健康のための心理相談及び指導，インターネット
を利用した医療情報の提供，その他の医療情報の提供，栄養の指導
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.16 願書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.22 願書
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.02.27 拒絶査定
2007.06.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.09.26 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.01.08 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
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24／26

３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.
98

99

100

101

102

103

104

105

商標（見本）

商標
タフネスコーティング

ＣＲ－３５０ＮＮ

ＣＲ－１００ＮＮ

ＣＲ－１５０ＮＮ

ＣＲ－２００ＮＮ

ＣＲ－２５０ＮＮ

爽快

生活雑貨ＳＨＯＰ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【21】なべ類，焼き網，食器類（貴金属製のものを除く）

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.22 願書
2006.11.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.26 拒絶査定

17

【17】プラスチックスポンジ体，フォームラバー

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.12 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.24 意見書
2007.02.02 拒絶査定

17

【17】プラスチックスポンジ体，フォームラバー

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.12 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.24 意見書
2007.02.02 拒絶査定

17

【17】プラスチックスポンジ体，フォームラバー

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.12 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.24 意見書
2007.02.02 拒絶査定

17

【17】プラスチックスポンジ体，フォームラバー

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.12 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.24 意見書
2007.02.02 拒絶査定

17

【17】プラスチックスポンジ体，フォームラバー

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.12 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.24 意見書
2007.02.02 拒絶査定

16

【16】紙類，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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.14 願書
2006.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.26 意見書
2007.02.05 拒絶査定

16

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
【中間記録情報】
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス， ［審査］
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写 2006.07.14 願書
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り， 2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製 2007.01.23 意見書
2007.02.02 拒絶査定
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類 印刷物 書画 写真 写真立て

通常:
2006-058346
標準

通常:
2006-064823
標準

通常:
2006-064824
標準

通常:
2006-064825
標準

通常:
2006-064826
標準

通常:
2006-064827
標準

通常:
2006-066085
標準

通常 2006-066196

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

中間記録

21
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３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
20

106

生活雑貨ＳＨＯＰ

通常 2006-066198

21

107

生活雑貨ＳＨＯＰ

通常 2006-066199

28

108

生活雑貨ＳＨＯＰ

指定商品・役務
【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く），養蜂用巣箱，美容院用いす，
理髪店用いす，プラスチック製バルブ（機械要素に当たるものを除く。），貯蔵槽類（金属製
又は石製のものを除く。），輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カーテン金具，金属代
用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャ
スター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファイ
バー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，座布団，まく
ら，マットレス，麦わらさなだ，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，ストロー，盆
（金属製のものを除く。），ししゅう用枠，ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），
旗ざお，うちわ，せんす，植物の茎支持具，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱，きゃ
たつ及びはしご（金属製のものを除く。），郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），帽子
掛けかぎ（金属製のものを除く。），買物かご，家庭用水槽（金属製又は石製のものを除
く。），ハンガーボード，工具箱（金属製のものを除く。），タオル用ディスペンサー（金属製の
ものを除く。），家具，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょう
ぶ，ベンチ，アドバルーン，木製又はプラスチック製の立て看板，食品見本模型，人工池，
葬祭用具，揺りかご，幼児用歩行器，マネキン人形，洋服飾り型類，スリーピングバッグ，
額縁，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，木製彫刻，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用はけ，船舶ブラシ，家事用手袋，
ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式又は貴金属製のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），携帯用アイスボックス，米び
つ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立て器，こし器，こしょう入れ・砂
糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立て（貴金属製のものを除く。），
ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除
く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー
豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り
分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモ
ン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し及びろうそ
く立て（貴金属製のものを除く。），家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，はえたたき，ねずみ取
り器，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，トイレット
ペーパーホルダー，貯金箱（金属製のものを除く。），お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用
金属製箱，靴脱ぎ器，せっけん用ディスペンサー，花瓶及び水盤（貴金属製のものを除
く。），風鈴，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，化粧用具，靴ブラシ，靴べら，靴磨き
【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

通常 2006-066204

※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］
2006.07.14 願書
2006.12.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 意見書
2007.02.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.14 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 意見書
2007.02.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.14 願書
2006.12.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.01.23 意見書
2007.02.02 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００７．０２.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

09,12,14,16,18,20,2 【09】未記録のビデオテープ・オーディオテープ・ＣＤ・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・その他の記録媒 【中間記録情報】
体，録画済み又は録音済みのビデオテープ・オーディオテープ・ＣＤ・ＤＶＤ・ＣＤ－ＲＯＭ・そ ［審査］
5,28,41

109

ＭＥＧＡ ＢＲＡＮＤＳ

優先:
2006-066678
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。

の他の記録媒体，映写フィルム，双方向型ゲームプログラム，その他のゲームプログラ
ム，組み立ておもちゃに関するマニュアルを記憶した記録媒体，組み立ておもちゃに関する
マニュアルを内容とする電子出版物，その他の電子出版物，電子応用機械器具及びその
部品，電気通信機械器具，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用
液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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－ＲＯＭ
【12】二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，チャイルドシート，自動車並び
にその部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，三輪
車，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【14】宝飾品，貴金属，キーホルダー，貴金属製宝石箱，貴金属製コンパクト，時計
【16】書籍，組み立ておもちゃに関するマニュアル，その他の印刷物，文房具，事務用品（家
具に属するものを除く。），教材（器具に当たるものを除く。），紙類，写真，写真立て
【18】かばん類，袋物，日傘，その他の傘，携帯用化粧道具入れ，皮革
【20】家具，クッション，座布団，まくら，マットレス，揺りかご，幼児用歩行器
【25】帽子，その他の被服，履物，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用
衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】おもちゃ，人形，ゲーム用具，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，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
【41】娯楽の提供，娯楽情報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は
知識の教授に関する助言・情報の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
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2006.07.18 願書
2006.10.11 優先権証明書提出書
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.09 認定･付加情報
2006.11.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.02.08 手続補正書
2007.02.08 意見書
2007.02.27 拒絶査定

