３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls

広告ページです。レポートは次ページから⇒⇒⇒

３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls

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
20,24,25,27

1

有松しぼり久田

通常:
2004-091906
標準

16

2

§ＰＲＥＭＩＵＭ．＼プレミアム

通常 2005-002440

21

3

立体商標

指定商品・役務
【20】有松しぼりを使用してなるクッション，有松しぼりを使用してなる座布団，有松しぼりを
使用してなるまくら，有松しぼりを使用してなるマットレス，有松しぼりを使用してなる屋内用
ブラインド，有松しぼりを使用してなる装飾用ビーズカーテン
【24】有松しぼりを使用してなる織物，有松しぼりを使用してなる畳べり地，有松しぼりを使
用してなるメリヤス生地，有松しぼりを使用してなるフェルト及び不織布，有松しぼりを使用
してなる布製身の回り品，有松しぼりを使用してなるかや，有松しぼりを使用してなる敷
布，有松しぼりを使用してなる布団，有松しぼりを使用してなる布団カバー，有松しぼりを
使用してなる布団側，有松しぼりを使用してなるまくらカバー，有松しぼりを使用してなる毛
布，有松しぼりを使用してなる織物製テーブルナプキン，有松しぼりを使用してなるふき
ん，有松しぼりを使用してなるシャワーカーテン，有松しぼりを使用してなるのぼり及び旗
（紙製のものを除く。），有松しぼりを使用してなる織物製トイレットシートカバー，有松しぼり
を使用してなる織物製いすカバー，有松しぼりを使用してなる織物製壁掛け，有松しぼりを
使用してなるカーテン，有松しぼりを使用してなるテーブル掛け，有松しぼりを使用してなる
どん帳，有松しぼりを使用してなる遺体覆い，有松しぼりを使用してなる経かたびら，有松
しぼりを使用してなる黒白幕，有松しぼりを使用してなる紅白幕，有松しぼりを使用してなる
ビリヤードクロス，有松しぼりを使用してなる布製ラベル
【25】有松しぼりを使用してなる被服，有松しぼりを使用してなる仮装用衣服，有松しぼりを
使用してなる運動用特殊衣服
【16】昆虫飼育用マット，昆虫用のぼり木・昆虫の餌台となる皿木・昆虫の産卵用の朽木等
の昆虫飼育木

通常:
2005-012271
立体

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2004.10.06 願書
2005.06.06 代理人辞任届
2005.06.06 認定･付加情報
2005.10.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.21 手続補正書
2005.11.21 意見書
2005.11.25 手続補足書
2005.12.26 認定･付加情報
2007.03.13 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.14 願書
2005.01.14 手続補足書
2005.01.14 認定･付加情報
2005.08.12 拒絶理由通知書(その他+第8条1項+第4
条1項11号)
2005.09.16 手続補正書
2005.09.16 意見書
2005.09.16 物件提出書
2005.10.19 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.09 意見書
2007.03.23 拒絶査定
2007.04.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.08.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.01.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【21】ムース状の泡を噴出してごきぶりを捕獲するごきぶり捕獲具，ムース状の泡を噴出し 【中間記録情報】
て害虫を捕獲する害虫捕獲具，ねずみの通り道に粘着質材を噴出させてねずみを捕獲す ［審査］
2005.02.02 願書
るねずみ捕獲具，ごきぶりの通り道に粘着質材を噴出させてごきぶりを捕獲するごきぶり
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
捕獲具，害虫の通り道・集まる箇所に粘着質材を噴出させて害虫を捕獲する害虫捕獲具
条1項11号を除く))
2006.04.11 手続補正書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.04.11 意見書
2006.04.11 手続補足書
2006.04.12 認定･付加情報
2006.05.11 認定･付加情報
2006.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.16 拒絶査定
2007.07.06 手続補正書(方式)
2007.07.06 手続補足書
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No.

商標（見本）

4

5

6

7

商標

Ｓｏｕｐ．

ラックマネージメント

立体商標

水紋＼すいもん＼ＳＵＩＭＯＮ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】包装用資材に関するカタログ

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.23 願書
2005.08.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.09.26 代理人受任届
2005.09.26 手続補足書
2005.09.27 手続補正書
2005.09.27 意見書
2005.10.26 認定･付加情報
2005.10.26 認定･付加情報
2005.10.26 認定･付加情報
2005.10.26 認定･付加情報
2005.12.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.09 拒絶査定

16

【16】新聞，雑誌，定期刊行物

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.06 願書
2005.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.04 意見書
2007.03.05 拒絶査定
2007.03.28 手続補正書
2007.03.28 手続補足書
2007.05.14 上申書
2007.08.15 登録料納付
［登録］
2007.08.06 登録査定書
2007.08.15 設定納付書
2007.09.04 登録証

20

【20】プラスチック製包装用葉

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.08 手続補正書
2006.05.08 意見書
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.08 認定･付加情報
2006.12.22 物件提出命令書(審査部)
2007.03.23 拒絶査定
2007.04.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.23 手続補足書

21

【21】食器類（貴金属製のものを除く。），こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器（貴金属 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.08.26 願書
グ（貴金属製のものを除く。），盆（貴金属製のものを除く。）
2005.08.26 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.04 手続補正書
2006.04.04 代理人受任届
2006.04.04 意見書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.04.11 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定

通常 2005-024992

通常:
2005-050321
標準

通常:
2005-077872
立体

通常 2005-079805

※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）

8

9

10

商標

鳴子うちわ

ナンプレ＼ＮｕｍＰｌａｙ

メチャとれ

種別 出願番号

区分

立体商標

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.29 願書
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定

09,28,41

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおも
ちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃのプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ・光磁気ディスク
【28】携帯用電子ゲームおもちゃ，携帯用電子ゲームおもちゃのプログラムを記憶させたＲ
ＯＭカートリッジ，携帯用電子ゲームおもちゃの付属品
【41】インターネット又はコンピュータネットワークを通じて行うパーソナルコンピュータ用又
は家庭用テレビゲームおもちゃ用若しくは業務用ビデオゲーム機用のゲームの提供，イン
ターネット又はコンピュータネットワークを通じた通信端末を利用したゲームの提供及びこ
れに関する情報の提供，インターネット又はコンピュータネットワークを通じた対戦ゲーム大
会の企画・運営・開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.05.30 手続補正書
2006.07.07 手続補正指示書(審査官)
2006.08.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.16 拒絶査定
2007.08.06 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

05,21

【05】ゴキブリ用殺虫剤，アリ用殺虫剤，その他の殺虫剤，ガーゼ，ばんそうこう，失禁用お 【中間記録情報】
しめ，はえ取り紙，防虫紙，害虫捕獲シート
［審査］
【21】ゴキブリ捕獲器，アリ捕獲器，その他の害虫捕獲器，害虫捕獲具，デンタルフロス，清 2005.10.24 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
掃用具及び洗濯用具，洋服ブラシ，簡易便器，化粧用具，靴ブラシ，靴磨き布
項)
2006.05.15 手続補正書
2006.06.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 意見書
2006.08.08 手続補足書
2006.08.08 代理人受任届
2006.08.09 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定
2007.04.23 手続補足書
2007.11.05 登録料納付
［登録］
2007.10.22 登録査定書
2007.11.05 設定納付書
2007.11.27 登録証
【21】１６ヒダ五徳の一人調理用紙鍋，電磁調理器の耐熱ガラス又は耐熱陶器の安全保護 【中間記録情報】
容器の一人調理器用紙鍋，カボン板を底部に敷く、又は１６ヒダ陶板の一人紙焼き料理用 ［審査］
2005.09.30 願書
紙鍋，丸網五徳の一人調理用紙鍋
2005.11.09 認定･付加情報
2005.11.09 認定･付加情報
2005.11.16 早期審査に関する報告書
2005.11.18 出願番号特定通知書
2005.11.25 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))
2005.12.14 手続補正書
2005.12.14 意見書
2007.01.19 補正の却下の決定
2007.03.02 拒絶査定

通常 2005-085027

通常 2005-098336

通常:
2005-099225
標準

通常:
2005-102274
立体

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

中間記録

【20】うちわ

21

11

指定商品・役務

20
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No.

12

13

14

15

16

商標（見本）

商標

ＦＡＭＩＬＹ ＣＡＲＥ

１０００ 本ノック

６６６形

旅の記念切手

Ｐｌａｔｉｎｕｍ＼ＣＡＲＢＯＮ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.08.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.09.08 手続補正書
2006.09.08 意見書
2007.03.28 拒絶査定

16,41

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

通常:
2005-105597
標準

く。），その他の薬剤
【08】つめ切り，つめはさみ，洋ばさみ，その他の手動利器（「刀剣」を除く。）
【09】理化学機械器具，防じんマスク，防毒マスク
【16】衛生てふき，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
【17】化学繊維（織物用のものを除く。）
【22】綿繊維
【23】織物用化学繊維糸，混紡化学繊維糸，化学繊維より糸，その他の糸
【41】会議・セミナー・シンポジウムの手配及び運営
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催

通常 2005-110636

16,28

【16】文房具類
【28】おもちゃ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.12.02 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.16 拒絶査定
2007.04.03 再送

16

【16】切手

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.06.29 手続補正書
2006.08.25 手続補正指令書(中間書類)
2007.01.19 手続却下の処分(補正指令)
2007.03.30 拒絶査定
2007.04.17 再送
2007.05.22 再送

28

【28】釣具，ゴルフ用具，テニス用具，スキー用具

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.02 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.02 意見書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2007.03.02 拒絶査定

通常:
2005-110683
標準

通常 2005-111124

通常 2005-113303

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

中間記録

01,05,08,09,16,17,2 【01】水，アルコール類，界面活性剤，その他の化学品
【05】消毒剤，脱脂綿に含浸させた薬剤，消臭剤（工業用のもの及び身体用のものを除
2,23,41
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,18,24,28

17

ちびくろ・さんぼ

通常:
2005-115840
標準

17
18

ナノコート

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2006.05.10 出願人名義変更届
2006.06.23 認定･付加情報
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))
2006.12.14 意見書
2007.01.30 手続補正書
2007.01.30 意見書
2007.02.09 認定･付加情報
2007.03.06 認定･付加情報
2007.03.23 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
【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】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.19 意見書
2006.07.19 手続補足書
2006.07.25 認定･付加情報
2006.08.16 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定

通常:
2005-117613
標準

09,16,41

19

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，書画，写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋
物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革
【24】布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物
製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物
製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，ど
ん帳，遺体覆い，経かたびら，黒白幕，紅白幕，ビリヤードクロス，布製ラベル
【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，
【17】装飾文様を有するシート状のプラスチック基礎製品及びその他のプラスチック基礎製
品

オフサイトミーティング＼ＯＦＦ－
通常 2005-120626
ＳＩＴＥ ＭＥＥＴＩＮＧ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

2008/12/11
8／25

３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

20

21

商標（見本）

商標

脳年齢

アイアンガー

種別 出願番号

区分

ＳＭＡＲＴＢＡＧ

28,41

【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］
2006.01.28 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，
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
2006.02.01 認定･付加情報
【41】Ｂ．Ｋ．Ｓ．アイアンガーの指導法に従ったヨガの技・科学・哲学の教授，アイアンガーヨ 2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ガの教授，アイアンガーヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催，当せん金付証票の 条1項11号を除く))
発売，献体に関する情報の提供，献体の手配，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電 2006.09.11 期間延長請求書
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 2006.09.11 認定･付加情報
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
2006.10.10 手続補正書
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・ 2006.10.10 認定･付加情報
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 2006.10.10 認定･付加情報
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
2006.10.10 意見書
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・ 2006.10.11 手続補足書
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 2006.11.09 認定･付加情報
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 2007.03.02 拒絶査定
画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジ
オの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のた
めの施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽
器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸
与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルム
の貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の
【06】金属製錠
【中間記録情報】
【18】かばん類，かばん用タグ
［審査］
2006.02.23 願書
【20】錠（金属製のものを除く。）
2006.03.31 手続補正指令書(出願)
2006.04.05 手続補正書(方式)
2006.04.17 優先権証明書提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.18 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 意見書
2007.02.13 代理人受任届
2007.03.07 手続補正指令書(中間書類)
2007.03.09 手続補正書(方式)
2007.03.12 認定･付加情報
2007.03.12 認定･付加情報
2007.03.12 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定

通常 2005-123769

通常:
2006-006558
標準

優先:
2006-015819
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】電子計算機用プログラム
【16】紙類，新聞，雑誌，文具

06,18,20

22

指定商品・役務

09,16

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.30 願書
2006.01.26 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
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.12 刊行物等提出書
2006.07.05 手続補正書
2006.07.10 認定･付加情報
2006.07.14 刊行物等提出による通知書
2006.07.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.10 認定･付加情報
2006.10.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 拒絶査定

2008/12/11
9／25

３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

23

24

商標（見本）

商標

おちば

オーラルヘルス

種別 出願番号

区分

ＣＲＡＹＯＮＳ ＰＩＣＴＵＲＥＳ

03,05,21,30,32

【03】洗口液，その他の歯磨き，歯用マニキュア化粧品，口臭消臭スプレー
【中間記録情報】
【05】口中清涼剤，その他の薬剤，衛生マスク，オブラート，歯科用材料，義歯安定剤，乳 ［審査］
児用食品
2006.03.24 願書
【21】デンタルフロス，歯間清掃デンタルピック，ようじ，愛玩動物用歯ブラシ，電気式歯ブラ 2006.07.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
シ，歯ブラシ，歯間ブラシ，その他の化粧用具
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，即席菓子のもと，食用 項16号)
粉類，食用グルテン
2007.03.30 拒絶査定
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【16】カード，カレンダー，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， 【中間記録情報】
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 ［審査］
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
2006.03.28 願書
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 2006.09.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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
2006.12.08 期間延長請求書
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
2007.03.02 拒絶査定
テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙
製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【28】おもちゃ，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，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
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.04.03 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2006.04.03 認定･付加情報
毛
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【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， 2007.01.24 意見書
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液， 2007.01.24 代理人受任届
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児 2007.01.26 認定･付加情報
用粉乳，人工受精用精液，乳児用食品，食餌療法用食品及び飲料
2007.03.23 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，携帯
電話機用ストラップ，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

通常 2006-016014

通常:
2006-026307
標準

通常:
2006-027743
標準

03,05,09,16,21,29,3
0,31,32,33,35,38,41

26

一品極上

通常:
2006-029783
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】清掃用具及び洗濯用具

16,28

25

指定商品・役務

21

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.13 願書
2006.07.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.10.27 手続補正指示書(審査官)
2007.03.02 拒絶査定

2008/12/11
10／25

３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

27

28

29

30

31

商標（見本）

商標

板盤浴

木板浴

心理導線マーケティング

ｉ－ｍａｔ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【11】木の板を用いたサウナ用風呂装置
【20】木の板を用いた寝台板
【44】木の板を用いたサウナ・美容・入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.03 手続補足書
2006.04.06 手続補足書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.04.06 認定･付加情報
2006.04.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.20 拒絶査定

11,20,44

【11】木の板を用いたサウナ用風呂装置
【20】木の板を用いた寝台板
【44】木の板を用いたサウナ・美容・入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.03 願書
2006.04.03 手続補足書
2006.04.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.06 手続補足書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.20 拒絶査定

16,35

【16】印刷物
【中間記録情報】
【35】広告，市場調査，経営の診断又は経営に関する助言，商品の販売に関する情報の提 ［審査］
2006.04.11 願書
供
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

17

【17】電気絶縁材料

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.29 意見書
2006.12.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.12 拒絶査定

09,16,41

【09】統計・品質改善及びデータ分析の分野において使用されるトレーニングマニュアル
（磁気媒体に記録済みのもの），その他の電子資料・電子教材，統計・品質改善及びデータ
分析の分野におけるコンピュータソフトウェア用ユーザーマニュアルをフィーチャーしたコン
ピュータファイルサーバからダウンロード可能なソフトウェア・ディスケット又はＣＤ－ＲＯＭ，
統計・品質改善及びデータ分析の分野において使用されるユニットとして販売されるコン
ピュータプログラム及びインストラクションマニュアル
【16】印刷されたユーザーマニュアル，統計・データ分析・品質改善及びコンピュータソフト
ウェアの分野における情報をフィーチャーした書籍，その他の印刷されたトレーニング資
料・教材
【41】統計・データ分析・品質改善及びコンピュータソフトウェアの分野における授業・講義
及びセミナーの企画・運営又は開催並びにトレーニングセッションの提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.20 願書
2006.07.14 優先権証明書提出書
2006.08.14 認定･付加情報
2006.08.14 認定･付加情報
2006.08.15 認定情報通知書
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 期間延長請求書
2007.03.05 拒絶査定

通常:
2006-030002
標準

通常:
2006-030003
標準

通常:
2006-032679
標準

通常:
2006-032691
標準

ＱＵＡＬＩＴＹ．ＡＮＡＬＹＳＩＳ．ＲＥＳ
優先 2006-036858
ＵＬＴＳ．

※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

11,20,44
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３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28,41,42

32

ロボ歌

通常:
2006-038604
標準

09,16,35,36,40,42

33

ネクストＣＲＭソリューション

通常 2006-038650

※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
【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
【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，ＩＣ
カード，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，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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.26 願書
2006.04.26 認定･付加情報
2007.02.02 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))
2007.03.14 手続補正書
2007.03.14 代理人受任届
2007.03.14 手続補足書
2007.03.14 意見書
2007.03.16 認定･付加情報
2007.03.16 認定･付加情報
2007.03.16 認定･付加情報
2007.03.16 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定
2007.10.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/12/11
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３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
11,17,19

34

35

36

37

パイプフック

病態栄養ガイドブック

ＮＳＴガイドブック

こうふく＼口福の旅

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.09 願書
2006.12.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.01.16 意見書
2007.01.16 手続補足書
2007.02.15 認定･付加情報
2007.03.06 拒絶査定
2007.06.18 手続補正書(方式)
2007.06.18 手続補足書

16

16

【16】病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価に関する印刷物

16,39

【16】紙類，文房具類，印刷物，書画
【39】主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の
代理・媒介又は取次ぎ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.07.10 代理権変更届
2006.07.11 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.30 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.01 願書
2006.05.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.06.02 手続補正指令書(出願)
2006.06.20 手続補正書(方式)
2006.08.01 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)
2006.11.24 意見書
2007.01.09 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定

通常:
2006-041848
標準

通常:
2006-043410
標準

通常:
2006-043411
標準

通常 2006-044693

※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
【17】雲母，ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ（機械要素に当たるものを除く。），ガ
スケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），パッキング，消防用ホース，石綿製防火幕，オ
イルフェンス，電気絶縁材料，ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー，蹄
鉄（金属製のものを除く。），化学繊維（織物用のものを除く。），石綿，岩石繊維，鉱さい
綿，糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除く。），化学繊維糸（織物用のものを除く。），
石綿糸，石綿織物，石綿製フェルト，絶縁手袋，ゴムひも，石綿ひも，石綿網，ゴム製包装
用容器，ゴム製栓，ゴム製ふた，農業用プラスチックフィルム，コンデンサーペーパー，石
綿紙，バルカンファイバー，プラスチック基礎製品，ゴム，岩石繊維製防音材（建築用のも
のを除く。），石綿の板，石綿の粉
【19】タール類及びピッチ類，建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れ
んが及び耐火物，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
【16】病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価に関する印刷物
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.07.10 代理権変更届
2006.07.11 認定･付加情報
2006.10.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.30 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

38

39

40

41

42

商標（見本）

商標

§悠ゆう

ＰＩＡＮＩＳＳＩＭＯ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】雑誌，新聞

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.12.19 手続補正書
2006.12.19 意見書
2006.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.23 拒絶査定
2007.07.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16

【16】印刷物

16

【16】紙製包装用容器，紙類

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.05.24 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)
2006.12.06 手続補正書
2006.12.06 認定･付加情報
2006.12.06 手続補足書
2006.12.06 意見書
2007.01.10 認定･付加情報
2007.03.23 拒絶査定
2007.07.09 手続補正書(方式)
2007.07.09 手続補足書
2008.01.21 登録料納付
2008.06.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.21 登録査定書
2008.01.21 設定納付書
2008.02.05 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.20 拒絶査定

16

【16】紙製包装用容器，紙類

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.29 願書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.20 拒絶査定

16

【16】文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.30 願書
2006.05.30 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

通常 2006-047415

通常:
2006-047417
標準

ＯＰＴＩＣＡＬ ＥＭＢＯＳＳ＼オプ
通常 2006-048867
ティカルエンボス

ＯＰエンボス

§産学協同

通常:
2006-048868
標準

通常 2006-049445

※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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３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

43

44

45

商標（見本）

商標

パズルフィギュア

イージー アクション＼フロッ
サー＼ＥＺ Ａｃｔｉｏｎ Ｆｌｏｓｓｅｒ

アンチエイジングライフ

種別 出願番号

区分

21

【21】歯間清掃具，ようじ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 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)
2007.03.30 拒絶査定

16,35

【16】雑誌，新聞，定期刊行物，その他の印刷物
【35】美容に関する広告，化粧品・化粧用品に関する広告，その他の広告，美容に関する
広告の企画及び助言，商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会の企画・運営又
は開催及びこれらに関する情報の提供，美容に関連する商品の販売に関する情報の提
供，その他の商品の販売に関する情報の提供，化粧品・化粧用品及び美容用品の分野に
おける市場調査，その他の市場調査，市場調査に関する情報の提供，美容の分野におけ
る経営の指導及びこれに関する情報の提供，インターネット上での広告スペースの貸与，
割引クーポン券発行に関する情報の提供，商品の販売促進又は役務の提供促進のため
のポイントカード・クーポン券の発行・管理，美容師の紹介，その他の職業の紹介，輸出入
に関する事務の代理又は代行，新聞・雑誌の予約購読の取次ぎ，インターネットを利用し
たオークションの企画・運営又は開催，その他の競売の運営，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，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
【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，香料類，つけまつ毛
【21】化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.01 願書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.02 拒絶査定

通常:
2006-049735
標準

通常 2006-050333

通常:
2006-050539
標準

ロングスタイリング＼ＬＯＮＧ Ｓ
通常 2006-050711
ＴＹＬＩＮＧ

25,28

47

ＴＡＳＭＡＮＩＡ ＳＵＲＦ＼タスマ
ニアサーフ

通常 2006-051025

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

中間記録

【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お 【中間記録情報】
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ， ［審査］
2006.05.18 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，
2006.06.16 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
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.28 拒絶査定

03,21
46

指定商品・役務

28

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.01 願書
2006.06.01 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.02 拒絶査定

【25】ティーシャツ，靴下，水泳着，水泳帽，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつ 【中間記録情報】
り，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，サーフィン用ウェットスーツ，その他の運動用特殊 ［審査］
衣服，サーフィン用シューズ，その他の運動用特殊靴
2006.06.02 願書
【28】サーフボード，サーフボード用バッグ，サーフボード用流れ止め，サーフィン用グロー
2006.06.05 認定･付加情報
ブ，その他の運動用具，スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除
2006.10.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
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 2006.12.04 手続補正書
2006.12.04 手続補足書
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，昆虫採集用具
2006.12.04 認定･付加情報
2006.12.04 認定･付加情報
2006.12.04 意見書
2007.01.09 認定･付加情報
2007.03.02 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,36,42

48

環境格付

通常:
2006-051596
標準

15,41

49

太鼓療法

通常 2006-051751

28
50

51

52

トラベルおでかけバッグ

エコ吸盤

アジャスタブル

通常:
2006-051918
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］
2006.06.05 願書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.12.06 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))
2007.03.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.05 願書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.05 願書
2006.12.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.06 拒絶査定

11,21

【11】吸盤付シャワー器具，吸盤付洗面所用消毒剤ディスペンサー
【中間記録情報】
【21】吸盤付石けん受け，吸盤付歯ブラシ立て，吸盤付タオル掛け，吸盤付小物掛け，吸盤 ［審査］
付コップ立て，吸盤付ひげそりホルダー，吸盤付トイレットペーパーホルダー
2006.06.07 願書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.03.02 拒絶査定

20

【20】洗面化粧台，洗髪洗面化粧台，棚，鏡，台所用キャビネット及びカウンター，カウン
ターテーブル，トイレ用カウンター，洗面化粧台用カウンター，浴室用カウンター，その他の
家具，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。），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。），フック，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。），ネームプレート及び標札（金属製のも
のを除く。），きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），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。），ローション用ディスペンサー及び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，

通常:
2006-052975
標準

通常:
2006-053146
標準

指定商品・役務
【16】印刷物
【35】企業等の評価・経営の診断及び指導若しくは経営に関する助言又はこれらに関する
情報の提供，その他の経営の診断又は経営に関する助言，企業の経営に関する調査及び
研究，広告，トレーディングスタンプの発行，市場調査，市場調査の結果の分析，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，企業の海外進出に関する
事前調査及び企画・指導並びに情報提供経営戦略・財務戦略の助言，企業財務の診断及
び指導，経営に関するコンサルティング，企業の合併及び企業の技術・販売・製造・資本な
どの提携に関する斡旋，企業の買収・合併及び提携に関する情報の提供，企業の動向に
関する調査・分析，経済に関する調査・分析，経済情報の提供，一般事務処理の代行，商
品の販売に関する事務の代行，企業情報の提供，経済予測，経済・経営に関する情報の
提供，商品展示会及び商品見本市の企画・運営又は開催，商品の販売促進・役務の提供
促進のための展示会及び見本市の企画・運営又は開催
【36】企業等の格付け，資金の貸付け，債務の保証，社債の取得，債権の譲受け又は出
資，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む）及び定期積金の受入れ，資金の
貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券の貸
付け，金銭・有価証券・金銭債権の取得及び譲渡，動産・土地若しくはその定著物又は地
上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，有価証券・貴金属その他の物品の保護預か
り，両替，金融先物取引の受託，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状に関する業
務，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
【15】楽器，演奏補助品，音さ，和楽器，ばち，楽器用ケース，楽器スタンド，楽器用ミュート
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，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，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，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，楽器の貸与，運動用具
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，写真の撮影
【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］
2006.06.08 願書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.11.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.29 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

53

54

55

56

57

商標（見本）

商標

ボクシー

Ｅｘａｃｔ Ｓｐａｃｅ Ｓｉｚｅ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】咬合具付プラスチック製包装用袋，その他のプラスチック製包装用袋，咬合具付プラ
スチック製調理用袋，その他のプラスチック製調理用袋

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.06.08 手続補足書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定

16

【16】書画

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定

16

【16】書画

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定

16,30,43

【16】紙類，印刷物
【30】菓子及びパン
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.09 願書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 拒絶査定

16,28

【16】文房具類，雑誌，新聞
【28】おもちゃ，人形，歌がるた，手品用具，トランプ，花札

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.11 願書
2006.11.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.11.27 手続補正書
2006.11.27 意見書
2006.12.05 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2007.03.06 拒絶査定

通常:
2006-053151
標準

通常:
2006-053225
標準

Ｅｘａｃｔ ｓｐａｃｅ ｓｉｚｅ ｏｆ Ｄｉｇｉｔ
通常 2006-053228
ａｌ Ａｒｔ Ｐｉｃｔｕｒｅ

堂島ホテルロールケーキ

ちりめん本

通常 2006-053858

通常:
2006-054062
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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３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

58

シェアードワールド

60

61

生活習慣ドック

Ｍ・Ｐカウンセラー

Ｕシール

16,44

【16】紙類，文房具類，印刷物
【44】医療情報の提供，インターネットを利用した健康診断，健康診断，栄養の指導，医療
用機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

06,07,17

【06】金属製メカニカルシール
【07】鉱石用粉砕機及びその附属品，化学機械器具
【17】メカニカルシール

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.28 手続補正書
2006.12.28 手続補足書
2006.12.28 意見書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.01.04 認定･付加情報
2007.02.01 認定･付加情報
2007.03.09 拒絶査定

通常:
2006-054676
標準

通常:
2006-055543
標準

通常:
2006-055544
標準

通常:
2006-055907
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］
2006.06.13 願書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.12.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.19 拒絶査定

16,44
59

指定商品・役務
【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
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
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，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，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，電子出版物，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・
デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ及び磁気テープ，業務用テレビゲーム機，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，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させ
た電子回路・ＲＯＭカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気
テープ，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，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，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，パンチカード
【16】紙類，文房具類，印刷物
【44】医療情報の提供，インターネットを利用した健康診断，健康診断，栄養の指導，医療
用機械器具の貸与
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【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

62

63

64

65

66

商標（見本）

商標

ユーシール

ペットクーラー

月経血検査

甘デジ

百ます計算

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【06】金属製メカニカルシール
【07】鉱石用粉砕機及びその附属品，化学機械器具
【17】メカニカルシール

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 願書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.12.28 手続補正書
2006.12.28 手続補足書
2006.12.28 意見書
2007.01.04 認定･付加情報
2007.01.04 認定･付加情報
2007.02.01 認定･付加情報
2007.03.09 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］
2006.06.02 願書
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
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

05,10,16,42,44

【05】治療用薬剤，臨床検査用薬剤，その他の薬剤
【中間記録情報】
【10】診断用機械器具，治療用機械器具，その他の医療用機械器具
［審査］
【16】印刷物
2006.06.16 願書
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
2006.11.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【44】臨床検査及びその評価，健康診断，インターネットを利用した医療情報の提供，栄養 項16号)
2007.03.27 拒絶査定
の指導

09,28

【09】スロットマシン
【28】遊戯用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.19 願書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.02 拒絶査定

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
もちゃ，ポケットサイズ電子ゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ（液晶画面
ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホンその他の附属品を含む。）並びにその
部品及び附属品，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ専用の収納及び持運びポーチ・ケース・
バッグ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ専用のハンドストラップ・ネックストラップ・その他の
ストラップ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ専用の支持台，携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ専用のケースストラップ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ専用のケース，その他のおも
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，ゴルフボール，ゴルフ用ティー，ゴルフ手袋，スキー，野
球用グローブ，その他の運動用具，釣りざお，釣り糸，釣針，釣用リール，その他の釣り
具，昆虫採集用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.19 願書
2006.06.19 認定･付加情報
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.01 意見書
2007.03.01 認定･付加情報
2007.03.09 拒絶査定
2007.04.09 手続補足書
2007.05.11 手続補正書(方式)
2007.11.15 登録料納付
［登録］
2007.11.09 登録査定書
2007.11.15 設定納付書
2007.12.04 登録証

通常:
2006-055908
標準

通常 2006-056067

通常 2006-056454

通常:
2006-056664
標準

通常 2006-056903

※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

06,07,17
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３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

67

68

69

70

商標（見本）

商標

傷だらけの＼天使

ＵＬＴＲＡ＼ウルトラ

種別 出願番号

区分

28

【28】擬餌，その他の釣り具，おもちゃ，人形

10,28

【10】医療用サポータ
【28】運動用テーピングサポータ、その他の運動用具

09,28

【09】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－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－Ｒ
ＯＭ及びＤＶＤ，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－ＲＯＭ及びＤＶＤ，ダウンロード若しくはインストール可能な電子計算機用プログラム，
ダウンロード若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
ロード若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，ダウンロード若しく
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，ダウンロード若しくは
インストール可能な携帯電話機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，
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－ＲＯＭ及びＤＶＤ，その他の業務用ビデオゲーム機，スロットマシン
【28】携帯用液晶画面ゲームおもちゃ，その他のおもちゃ，ぱちんこ器具，その他の遊戯用
【10】身体を振ったり、回したりして筋肉のほぐしと骨格矯正する健康具又は運動具
【20】椅子

【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条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.05 拒絶査定
2007.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,16,41

【09】電子出版物
【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］
2006.06.23 願書
2006.06.28 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

19,20

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ 【中間記録情報】
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっく ［審査］
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， 2006.06.23 願書
2006.06.23 認定･付加情報
建造物組み立てセット（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。），鉱物性基礎材料
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定
【20】きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），洗面化粧台，その他の家具

通常 2006-057277

通常 2006-057328

アイシング テープ＼ＩＣＩＮＧ Ｔ
通常 2006-057376
ＡＰＥ

ハネデジ

72

73

楽椅子

森林哲学

ダークマルーン

通常:
2006-058228
標準

通常 2006-058385

通常:
2006-058617
標準

通常:
2006-058876
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】スロットマシン，業務用テレビゲーム機，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器 【中間記録情報】
具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画 ［審査］
2006.06.20 願書
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，電子楽器用自
2006.11.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィル
ム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
第4条1項11号)
2007.03.28 拒絶査定
【28】ぱちんこ器具，その他の遊技用器具，ビリヤード用具，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，運動用具

10,20
71

指定商品・役務

09,28

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.20 願書
2006.10.31 代理人受任届
2006.11.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.28 拒絶査定
2007.07.23 刊行物等提出書
2007.08.17 認定･付加情報
【中間記録情報】
［審査］
2006.06.08 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.30 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

74

75

76

77

78

商標（見本）

商標

ピュアウォールナット

ナチュラルメープル

清涼まくら＼清涼枕

うちは安全運転！

就活準備サイト

種別 出願番号

区分

透明耐震

19,20

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ 【中間記録情報】
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっく ［審査］
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， 2006.06.23 願書
2006.06.23 認定･付加情報
建造物組み立てセット（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。），鉱物性基礎材料
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定
【20】きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），洗面化粧台，その他の家具

20

【20】まくら

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.12 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.30 拒絶査定

20

【20】うちわ，せんす

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.26 願書
2006.06.26 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定

16,35,41,42

【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，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
【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
【17】耐震用粘着マット

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.26 願書
2006.06.26 認定･付加情報
2006.12.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 拒絶査定

通常:
2006-058877
標準

通常:
2006-058878
標準

通常 2006-058932

通常:
2006-058984
標準

通常:
2006-059099
標準

通常 2006-059339

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

中間記録

【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ 【中間記録情報】
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっく ［審査］
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， 2006.06.23 願書
2006.06.23 認定･付加情報
建造物組み立てセット（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。），鉱物性基礎材料
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
【20】きゃたつ及びはしご（金属製のものを除く。），洗面化粧台，その他の家具
2007.03.30 拒絶査定
2007.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

17
79

指定商品・役務

19,20

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.14 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定

2008/12/11
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３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28,41

80

81

82

83

Ｓｏｕｎｄ Ｃａｐｔｕｒｅ

おそうじ ミ ト ン

ヤジロベエー

ぼうはん本舗

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.22 拒絶査定

21

16

【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.05 願書
2006.07.05 手続補足書
2006.08.04 認定･付加情報
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 拒絶査定

09,17,41,45

【09】防犯用監視カメラ，防犯警報装置，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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【17】プラスチック基礎製品，ポリエステルシート，雲母，ゴム製又はバルカンファイバー製
のバルブ（機械要素に当たるものを除く。），ガスケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.05 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.13 拒絶査定

通常 2006-060351

通常 2006-060966

通常:
2006-062528
標準

通常:
2006-062755
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】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，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，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
【21】掃除用具

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.16 願書
2006.07.11 認定･付加情報
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.02 拒絶査定
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No.

84

85

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.26 願書
2006.08.18 手続補正指令書(出願)
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 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
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
【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】
［審査］
2006.07.07 願書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.16 拒絶査定

10,25,28

【10】マッサージ具，家庭用電気マッサージ器，美容用電気マッサージ器
【25】靴下，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】運動用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.11 願書
2006.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.28 拒絶査定

21

【21】椀

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.11 願書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.12.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.12 拒絶査定

03,21

【03】せっけん類，化粧品
【21】化粧用具

【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+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.12 願書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

20

【20】家具

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.13 願書
2006.07.13 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.05 拒絶査定

ＨＵＬＡ ＨＥＡＶＥＮ！＼フラ・ヘ
通常 2006-063315
ブン

ＤＥＳＫ ＣＬＥＡＲ ＦＯＬＤＥＲ＼
通常 2006-063488
デスク クリア フォルダー

87

88

89

90

91

リラクシングマスコット

脚トレシューズ

通常:
2006-064395
標準

通常:
2006-064452
標準

【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］
2006.07.11 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，
2006.07.11 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
2006.12.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.28 拒絶査定

女性そのものを彩り、生きてる
通常:
今を彩り彩れ、ひとり一人の椀
2006-064761
標準
美人

ハナモモ＼ｈａｎａｍｏｍｏ

ＤＩＧＩＴＡＬ ＤＡＴＡ ＤＩＳＰＬＡＹ

セミオート

通常 2006-064769

通常:
2006-065072
標準

通常:
2006-065300
標準

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

中間記録

【16】印刷物

28
86

指定商品・役務

16

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

92

93

商標（見本）

商標

ネイルカスタムツール＼ＮＡＩＬ
ＣＵＳＴＯＭＩＺＥＤ ＴＯＯＬ

ちょい高＼ちょいたか

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

21

【21】化粧用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.30 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

16

【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，紙類，紙製包装用容器，
家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，衛生手ふき，
型紙，紙製タオル，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製のぼ
り，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャコ，荷札，印刷物，絵はがき，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，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，自動印紙はり付
け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，装飾塗工用ブラ
シ，文書裁断機，マーキング用孔開型板，観賞魚用水槽及びその付属品

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.30 願書
2006.07.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.09 拒絶査定

通常 2006-065826

通常 2006-065880

03,09,16,25,28,32,3 【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，塗料用剥離剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん ［審査］
5,38,41

94

§ＡＬＶＡ＼アルヴァ

通常 2006-066330

09,16,28,41

95

サイエンスマスター

通常:
2006-066431
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。

粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨
き，化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食品
香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，
つけまつ毛
【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，硬貨の計算用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
器，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
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
【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，定期的に刊行される電子出版物
【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
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2006.07.04 願書
2006.07.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.09.01 手続補正指令書(出願)
2006.09.28 認定･付加情報
2006.12.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条柱書+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.14 願書
2006.07.18 認定･付加情報
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 拒絶査定

2008/12/11
24／25

３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

96

97

98

99

商標（見本）

商標

Ｔｈｉｎｋ“Ｑｕａｌｉｔｙ”

ＣＲ遊べる

色彩四柱推命

ぎょさん

種別 出願番号

区分

101

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.18 願書
2006.07.18 認定･付加情報
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.22 手続補正書
2007.02.22 意見書
2007.03.05 拒絶査定
2007.04.03 出願取下書

09,28

【09】スロットマシン
【28】遊戯用器具

16,24,25,26,45

【16】紙類，印刷物，文房具類
【24】布製身の回り品
【25】下着，リストバンド
【26】組みひも，テープ，房類，リボン，頭飾品
【45】占い

25,28

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.19 願書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.05 願書
2006.12.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.09 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.20 願書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

【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，
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】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
【16】コイン型おしぼり
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.06 願書
2006.12.08 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))
2007.03.09 拒絶査定

通常 2006-066568

通常:
2006-067309
標準

通常:
2006-067404
標準

通常:
2006-067791
標準

102

コイン型おしぼり＼Ｃｏｉｎ ｔｙｐｅ
通常 2006-067968
ｏｓｉｂｏｒｉ

ＧＬＡＭ

16,18

【16】紙製包装容器，印刷物，文房具類
【18】皮革，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，かばん金具，がま口口金，傘，ステッ
キ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，愛玩動物用被服類

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.21 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.13 拒絶査定

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 願書
2006.12.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.09 拒絶査定

通常:
2006-068211
標準

パワーボールベアリングスイベ
通常 2006-068515
ル

※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】文房具類

16
100

指定商品・役務

16
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３条拒絶（雑貨）２００７．０３.xls
No.

103

104

105

106

107

108

109

商標（見本）

商標

古式金箔打紙

カプセルトイ

ヒップケア

岩盤浴枕

マシンネイル

イージー開封

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】化粧品
【16】紙類

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.24 願書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.30 拒絶査定

28

【28】おもちゃ，人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.30 拒絶査定

16

【16】紙類，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.25 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.19 手続補正書
2007.02.19 手続補足書
2007.02.19 意見書
2007.03.19 認定･付加情報
2007.03.26 拒絶査定

20

【20】まくら

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.31 願書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.30 拒絶査定

20

【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.07.31 願書
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。）
2006.12.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.29 拒絶査定

16

【16】紙類，文房具類，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 【中間記録情報】
［審査］
ラスチック製ごみ収集用袋，印刷物
2006.08.01 願書
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.27 拒絶査定

06,09,16,18,20

【06】金属製金具
【09】電子応用機械器具及びその部品
【16】文房具類
【18】かばん類，袋物
【20】家具

通常:
2006-068677
標準

通常:
2006-069015
標準

通常:
2006-069301
標準

通常:
2006-071009
標準

通常 2006-071351

通常 2006-071748

モバイルロックキット＼ＭＯＢＩＬ
通常 2006-075459
Ｅ ＬＯＣＫ ＫＩＴ

※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

03,16
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【中間記録情報】
［審査］
2006.08.11 願書
2006.08.11 認定･付加情報
2007.02.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.20 意見書
2007.03.20 認定･付加情報
2007.03.30 拒絶査定

