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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
11,17,19

1

モールダクト

通常:
2004-077790
標準

21

2

3

4

5

カビストップ

さわやか畳＼ＫＩＲＥＩ＼きれい

ＤＶＤ講座シリーズ

Ｓｕｐｅｒ Ｇｉｆｔ Ｃｈｅｑｕｅ＼スー
パーギフトチェック

通常:
2005-042950
標準

指定商品・役務

27

【27】畳類

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 願書
2005.10.11 認定･付加情報
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.25 意見書
2006.01.25 手続補足書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.02.23 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定

16

【16】書籍，雑誌，新聞

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.10.31 認定･付加情報
2006.10.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.03 拒絶査定

16,36

【16】カタログ，その他の印刷物
【36】前払式証票の発行

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.26 意見書
2007.04.03 拒絶査定

通常 2005-044480

通常:
2005-101906
標準

通常 2005-112100

※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】暖冷房装置用管，ルームクーラー用管，暖冷房装置用配管保護カバー，ルームクー 【中間記録情報】
ラー用配管保護カバー
［審査］
【17】プラスチック基礎製品，プラスチック管，プラスチック管用保護カバー
2004.08.24 願書
2004.08.31 認定･付加情報
【19】上水道・簡易水道用プラスチック製配管材料，プラスチック製ガス管，プラスチック製
給油管，プラスチック製給水・給湯管，プラスチック製配管保護カバー，その他プラスチック 2005.04.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
製建築専用材料
2005.04.13 手続補正書
2005.04.13 意見書
2005.04.13 認定･付加情報
2005.04.14 認定･付加情報
2005.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.13 拒絶査定
【21】浴室用湯おけ及び洗面器
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.17 願書
2005.05.20 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.06 手続補正書
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.06 認定･付加情報
2006.03.06 意見書
2007.04.17 拒絶査定
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No.

商標（見本）

6

7

商標

ＢＥＡＵＴＹＬＩＧＨＴ

Ｆｏｒ ｙｏｕ

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

03,09,20,21

区分

【03】アフターシェーブ用剤，コロン，オードパルファム，オーデトワレ，精油，芳香料入りボ
ディクリーム，芳香料入りボディローション，芳香料入りジェル状化粧品，香水，その他の香
水類，口紅，リップライナー，リップグロス，メイキャップ用ファンデーション，固形おしろい，
粉おしろい，その他のおしろい，アイシャドウ，アイライナー，毛髪・まゆ毛・まつ毛用染毛
剤，マスカラ，コンシーラー，ほお紅，ブロンザー，化粧用ペンシル，つけまつ毛，つけまつ
毛用接着剤，ネイルエナメル，ネイルエナメル除去液，発汗抑制用化粧品，消臭効果を有
する化粧品，バスオイル，バス用ボディパウダー，バスソルト，バス用ジェル状化粧品，シャ
ワー用ジェル状化粧品，ボディクレンザー，ボディクリーム，皮膚の老化脂質剥離用のスク
ラブ剤を配合したボディ用洗浄剤，ボディローション，ボディソープ，ボディオイル，ボディパ
ウダー，スクラブ剤を配合してなるボディ用化粧品，ボディ用モイスチャライザー，クレンジ
ングローション，クレンジングクリーム，皮膚の老化脂質剥離用化粧品，ハンドクリーム，
シェービングフォーム，シェービング用クリーム，プレシェービングローション，ジェル状
シェービング用剤，化粧用クレンジングジェル，アイクリーム，ジェル状アイメイク用化粧品，
アイメイキャップリムーバー，フェイスクリーム，ジェル状洗顔料，洗顔ローション，顔のパッ
ク用化粧料，洗顔クレンザー，顔面用乳液，皮膚の老化脂質剥離用のスクラブ剤を配合し
た顔面用洗浄剤，顔面用化粧落とし用化粧品，顔面用モイスチャライザー，洗顔後でメイ
キャップの前に用いる化粧液，メイキャップ除去に使用する小型タオルに染み込ませた液
状顔面用クレンザー，しわ防止用クリーム・ローション・ジェル状化粧品，多過ぎる油分を除
去するための顔面用非薬用化粧品，非薬用皮膚保護用化粧品，皮膚の手入れ用のクリー
ム状・液状・ジェル状化粧品（医療用のものを除く。），ソルトからなるスクラブ剤を配合して
なる化粧品，日焼けした皮膚にみせるためのスキンクリーム・スキンローション・ジェル状化
粧品，たるんだ皮膚を引き締めるための化粧品，肌を明るくみせるための化...

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.01.27 優先権証明書提出書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.02.24 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.09.01 期間延長請求書
2006.09.01 認定･付加情報
2006.10.05 手続補正書
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.05 認定･付加情報
2006.10.05 意見書
2006.10.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.10.10 手続補正書
2006.11.08 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))
2007.02.14 期間延長請求書
2007.02.19 認定･付加情報
2007.03.14 手続補正書
2007.03.14 意見書
2007.03.14 認定･付加情報
2007.03.14 認定･付加情報
2007.03.19 手続補足書
2007.04.17 認定･付加情報
2007.04.24 拒絶査定
2007.07.23 手続補正書
2007.07.23 手続補正書
2008.02.22 手続補正書
2008.04.11 登録料納付
［登録］
2008.03.13 登録査定書
2008.04.11 設定納付書
2008.05.13 登録証

16,42

【16】雑誌・新聞
【中間記録情報】
【42】インターネット等の通信ネットワークを用いた電子会議室・電子掲示板その他のコミュ ［審査］
2006.02.09 願書
ニケーションサイトの提供，インターネットにおける検索エンジンの提供，その他の電子計
算機用プログラムの提供，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・ 2006.06.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又 号)
2006.07.13 手続補正書
は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，気象情報の提供，
2006.07.13 意見書
電子計算機の貸与
2007.04.06 伺い書
2007.04.11 拒絶査定
2007.04.13 伺い回答書

優先:
2005-114012
標準

通常:
2006-011012
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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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

03,06,09,14,16,18,2 【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］
5,34,36

8

Ｓａｉｎｔ－Ｐｅｔｅｒｓｂｏｕｒｇ

通常:
2006-012272
標準

19,20
9

波動乾燥

通常 2006-015231

16

10

汗スッキリ

通常:
2006-015310
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
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，滑車，ばね，バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のものを除く。），金属製航
路標識（発光式のものを除く。），液体貯蔵槽，工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵
槽，ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，いかり，金属製ビッ
ト，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，金属製金具，ワイヤロー
プ，金網，金属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，
金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受
け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製の
タオル用ディスペンサー，金属製建具，金庫，金属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金
属製の可搬式家庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金
属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金
属製彫刻
【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
【19】木材，建造物組立セット（金属製のものを除く。），セメント製品製造用型枠（金属製の
ものを除く。），建具（金属製のものを除く。），可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），
飛び込み台（金属製のものを除く。）
【20】家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ，葬祭用具

2006.02.14 願書
2006.02.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.02.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.11.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.02.21 期間延長請求書
2007.03.22 意見書
2007.03.22 手続補足書
2007.04.19 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.22 願書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.03 拒絶査定

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
【中間記録情報】
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス， ［審査］
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写 2006.02.22 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， 2006.02.22 認定･付加情報
装飾塗工用ブラシ，紙製乳幼児用使い捨ておしめ（パンツ式のものを含む。），紙製乳幼児 2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
用使い捨てトレーニングパンツ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装
2006.08.21 上申書
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
2006.08.22 認定･付加情報
ぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，アルコールを含浸させてなるウェットティッ
シュペーパー，衛生手ふき，キッチンペーパー，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製 2006.09.26 意見書
手ふき，紙製ハンカチ，化粧落とし用紙ナプキン，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙 2006.09.26 手続補足書
2006.09.26 認定･付加情報
製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2006.10.25 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
2007.07.04 手続補正書
2007.07.04 手続補足書
2008.03.21 登録料納付
［登録］
2008.02.25 登録査定書
2008.03.21 設定納付書
2008.04.08 登録証
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
28

11

スウィングシャフト

通常 2006-019230

09,16,41,42

12

ポケットメイド

通常:
2006-023089
標準

20,30

13

カプセルスイーツ

通常 2006-031869

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

指定商品・役務
【28】運動用具，その他のトレーニング・リハビリテーション器具及びストレッチ運動用器具

中間記録

【中間記録情報】
［審査］
2006.02.20 願書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2006.08.24 手続補正書
2006.08.24 意見書
2006.09.29 認定･付加情報
2006.09.29 認定･付加情報
2007.01.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定
【09】コンピュータプログラム，ゲームソフト，データ通信端末機用プログラム，ＣＤ－ＲＯＭ 【中間記録情報】
（読取り専用記憶媒体），携帯電話用プログラム，携帯電話用のストラップ，インターネット ［審査］
接続用電気通信機械器具，インターネットを通じてダウンロードできる映像・画像・音楽・音 2006.03.15 願書
2006.04.07 手続補正書(方式)
声・キャラクター・動画・テキスト・ゲーム・電子出版物，映像・画像・音楽・音声・キャラク
2006.11.24 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
ター・動画・テキスト・ゲームを記憶させた記録媒体，コンピュータ用プログラムを記憶させ
た記録媒体（ＤＶＤ，ＣＤ－ＲＯＭ，ＨＤＤ等），家庭用テレビゲーム用プログラムソフトを記憶 号)
させたＲＯＭカートリッジ，アニメーション映写フィルム，動画，映画用フィルム（露光済みの 2007.04.20 拒絶査定
もの），映画用フィルム編集用具，映写装置，映写用スクリーン，スライド映写機，写真用
棚，レーザー写真，スライド用枠（写真用のもの），スライドフィルム（現像済みのもの），録
音済み又は録画済みのコンパクトディスク，双眼鏡，計算器，会計機，撮影機，カメラ（写真
用のもの），写真用機器専用ケース，カメラ用三脚，運動用保護ヘルメット，サングラス，コ
ンタクトレンズ，コンタクトレンズ用容器，眼鏡用枠，眼鏡，眼鏡用容器，眼鏡用鎖，眼鏡用
ひも，運動用ゴーグル，教育用映像周波機械器具・教育用音声周波機械器具・その他の
教育用視聴覚機械器具，電気式警報ベル，警報器，火災報知器，タイムレコーダー，発光
式標識（「電球及び照明用器具」に属するものを除く）
【16】漫画本，小説本，新聞，雑誌，カレンダー，郵便切手，はがき，ポスター，写真，写真
集，アルバム，年鑑，小冊子，パンフレット，カタログ，しおり，ステッカー，チケット，書籍，
出版物，定期刊行物，絵画，グリーティングカード，グラフィック印刷物，グラフィック複製
画，あて名印刷機用アドレスプレート，あて名スタンプ，あて名印刷機，鉛筆，ペン（事務用
品），文房具，紙製又は厚紙製の広告板紙，通知状用カード（文房具），水生動植物の室内
飼育観賞用水槽，陸生動植物の室内飼育・栽培用ガラス槽，建築模型，計算表，美術用
【20】連結可能なプラスチック製カプセル状包装用容器，海泡石，こはく，荷役用パレット（金 【中間記録情報】
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 ［審査］
（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 2006.04.07 願書
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 2006.06.14 刊行物等提出書
2006.07.12 認定･付加情報
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
2006.07.21 刊行物等提出による通知書
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 2006.08.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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， 項16号)
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 2006.12.18 意見書
2007.03.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 2007.04.06 拒絶査定
を除く。），タオル用ディスペンサー（金属製のものを除く。），家具，屋内用ブラインド，すだ
れ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，アドバルーン，木製又はプラス
チック製の立て看板，食品見本模型，人工池，葬祭用具，揺りかご，幼児用歩行器，マネ
キン人形，洋服飾り型類，スリーピングバッグ，額縁，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，
木製彫刻，きょう木，しだ，竹，竹皮，つる，とう，木皮，あし，い，おにがや，すげ，すさ，麦
わら，わら，きば，鯨のひげ，甲殻，人工角，ぞうげ，角，歯，べっこう，骨，さんご
【30】菓子及びパン，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，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
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３条拒絶（雑貨）２００７．０４.xls
No.

14

15

商標（見本）

商標

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｍｉｘ Ｆｏｒ ｔｈｅ
Ｆｕｔｕｒｅ

脳年齢

種別 出願番号

区分

ぷちどうぶつシリーズ

05,15,26,29,30,31,3
2,33

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.11 願書
2006.05.19 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.02.15 手続補正書
2007.02.15 代理人受任届
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 手続補足書
2007.02.15 意見書
2007.02.16 認定･付加情報
2007.02.16 認定･付加情報
2007.03.15 認定･付加情報
2007.04.16 拒絶査定

通常:
2006-032699
標準

通常:
2006-042985
標準

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工又は飲料加工用の機械器具，製材用・木工
用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は製
本用の機械器具，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，タバコ製造機械，ガラス器製
造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工機械器具，半導
体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用
のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動スタンプ打ち
器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー，修繕
用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農業用のもの
を除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン引き装置，廃
棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の
交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電機
ブラシ
【09】アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解層，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
【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，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，失禁用おしめ，人工受精用精液，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプ
キン，生理用パンティ，脱脂綿，乳児用粉乳，乳糖，はえ取り紙，ばんそうこう，包帯，包帯
液，胸当てパッド
【15】楽器，演奏補助品，音さ，調律機
【26】編みレース生地，刺しゅうレース生地，組みひも，テープ，房類，リボン，ボタン類，針
類，メリヤス機械用編針，被服用はとめ，衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用
バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用ブローチ，腕止め，帯留，ボン
ネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，つけあごひげ，つけ口ひ
げ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを除く。），靴はとめ，靴
ひも，靴ひも代用金具，造花，漁網製作用杼
【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，アガリスクを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液
状の加工食品，アセロラを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工
食品，アミノ酸を主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，アロ
エを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，イチョウの葉を主
材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，ウコンを主材料とした錠
剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，カカオを主材料とした錠剤状・顆粒
状・粉末状・カプセル状・液状の加工食品，カルシウムを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉
末状・カプセル状・液状の加工食品，ガルシニアを主材料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カ
【28】おもちゃ，人形
【30】菓子及びパン

通常:
2006-043231
標準
16

17

おもいでポケット＼ｏｍｏｉｄｅ ｐｏ
通常 2006-043367
ｃｋｅｔ

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.04.11 願書
2006.04.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.17 認定･付加情報
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.11.24 意見書
2006.11.24 認定･付加情報
2007.04.03 伺い書
2007.04.10 拒絶査定
2007.04.13 伺い回答書
2008.06.24 登録料納付
［登録］
2008.05.29 登録査定書
2008.06.24 設定納付書
2008.07.22 登録証

28,30
16

指定商品・役務

06,07,09,10,11,12,1 【06】荷役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，てんてつ機
6,28

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2007.01.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.10 拒絶査定

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
【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 2006.05.12 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， 2006.10.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
2007.04.03 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
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３条拒絶（雑貨）２００７．０４.xls
No.

18

19

20

商標（見本）

商標

Ｋパチンコ

歩楽＼ホラク

プロテクトタグ

種別 出願番号

区分

22

23

ダブルプリントタグ

Ｏ２ガードパイプ＼オーツー
ガードパイプ

ホット ラップ＼ＨＯＴ ＷＲＡＰ

25,28

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特 【中間記録情報】
殊衣服，運動用特殊靴
［審査］
【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 2006.05.19 願書
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， 2006.05.22 認定･付加情報
2006.10.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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，
項16号)
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
2006.12.05 意見書
2006.12.06 手続補足書
2006.12.06 認定･付加情報
2007.01.10 認定･付加情報
2007.04.02 拒絶査定
2007.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,16

【09】ＩＣカード，ＩＣ粘着ラベル，電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
【中間記録情報】
【16】あて名印刷機，荷札，荷札・宛名記載表・配送伝票などを収納し被配送物に貼り付け ［審査］
2006.05.20 願書
る合成樹脂フィルム製袋，文房具類
2006.05.22 認定･付加情報
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.03 拒絶査定
【09】ＩＣカード，ＩＣ粘着ラベル，電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
【中間記録情報】
【16】あて名印刷機，荷札，荷札・宛名記載表・配送伝票などを収納し被配送物に貼り付け ［審査］
2006.05.20 願書
る合成樹脂フィルム製袋，文房具類
2006.05.22 認定･付加情報
2006.10.31 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))
2007.04.03 拒絶査定

通常:
2006-045430
標準

通常 2006-046323

通常:
2006-046331
標準

通常:
2006-046333
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。

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.10.18 拒絶理由通知書(第4条1項各号(第4条1
項11号?13号除く))
2006.11.16 手続補正書
2006.12.26 手続補正書(方式)
2006.12.26 代理人受任届
2007.01.09 認定･付加情報
2007.01.09 認定･付加情報
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.24 拒絶査定

17,19

【17】プラスチック基礎製品中の合成樹脂製パイプ
【19】合成樹脂製の給水給湯管

28

【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お 【中間記録情報】
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ， ［審査］
2006.05.30 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，
2006.11.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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
2007.04.03 拒絶査定

通常 2006-046461

通常 2006-049570

中間記録

【28】ぱちんこ器具

09,16
21

指定商品・役務

28
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【中間記録情報】
［審査］
2006.05.22 願書
2006.05.22 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定
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３条拒絶（雑貨）２００７．０４.xls
No.
24

25

26

27

28

29

商標（見本）

商標
和きり絵

ロハスライフ

鍛錬

現代鍛冶屋

月経血ドック

月経血遠隔診断システム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】布地を使用してなるきり絵その他のきり絵その他の絵画

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.18 願書
2006.11.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

03,21,29,30

【03】洗浄剤および化粧品
【21】家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
【29】加工した野菜その他の食用園芸作物
【30】加工した植物性の食品および調味料

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.12 願書
2006.06.08 認定･付加情報
2006.06.16 認定情報通知書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2007.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.27 拒絶査定

28

【28】筋力トレーニングマシン

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.02 願書
2006.10.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.11 手続補正書
2006.12.11 手続補足書
2006.12.11 意見書
2007.01.15 認定･付加情報
2007.04.25 拒絶査定

06,11,20

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建具，金属製金具，金属製建造物組
立てセット，金属製郵便受け，金属製彫刻
【11】照明用器具
【20】家具，つい立て，びょうぶ，ベンチ

【中間記録情報】
［審査］
2006.05.24 願書
2006.07.21 手続補正指令書(出願)
2006.07.27 手続補正書(方式)
2006.07.27 上申書
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.14 認定･付加情報
2006.09.22 手続補正指令書(中間書類)
2006.10.23 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 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
2006.12.12 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)
2007.04.24 拒絶査定
の指導

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
2006.12.12 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)
2007.04.24 拒絶査定
の指導

通常:
2006-049655
標準

通常 2006-050278

通常:
2006-051217
標準

通常 2006-052017

通常 2006-056455

通常 2006-056456

※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.

30

31

32

33

34

35

商標（見本）

商標

月経血ドックシステム

月経血バンク

月経カルテ

図形商標

投資心理学

子供祭壇

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【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
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【42】薬剤の臨床試験・検査又は研究
【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)
の指導
2007.04.24 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
2006.12.12 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)
2007.04.24 拒絶査定
の指導

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
2006.12.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【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 条1項11号を除く))
2007.04.24 拒絶査定
の指導

28

【28】運動競技用ボール，その他の運動用具

【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+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.17 拒絶査定

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)
2007.04.06 拒絶査定

20

【20】ロウソクによる灯火装飾祭壇

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 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)
2007.01.17 手続補正書
2007.01.17 意見書
2007.02.27 認定･付加情報
2007.02.27 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

通常 2006-056457

通常 2006-056458

通常 2006-056459

通常 2006-058231

通常:
2006-058835
標準

通常:
2006-059399
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

05,10,16,42,44

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

2009/1/15
11／21

３条拒絶（雑貨）２００７．０４.xls
No.

36

37

38

39

40

41

商標（見本）

商標

女性祭壇

ＭＩＹＯＳＨＩ

ウォーキング手帳

ブーケボウ

ブーケリボンボウ

伊豆大島焼

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【20】ロウソクによる灯火装飾祭壇

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.13 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)
2007.01.17 手続補正書
2007.01.17 意見書
2007.02.28 認定･付加情報
2007.02.28 認定･付加情報
2007.04.20 拒絶査定

28

【28】釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2006.06.27 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.20 拒絶査定

16

【16】手帳

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.27 願書
2006.06.27 認定･付加情報
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.17 拒絶査定

16,22,26

【16】紙類，印刷物
【22】布製包装用容器
【26】テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，衣服用き章（貴金属製の
ものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用ブロー
チ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，造花

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定

16,22,26

【16】紙類，印刷物
【22】布製包装用容器
【26】テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，衣服用き章（貴金属製の
ものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，衣服用ブロー
チ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，造花

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.28 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定
2008.05.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

21

【21】陶磁器製の食器類，陶磁器製の花器，陶磁器製の装飾品，陶磁器製の置物

【中間記録情報】
［審査］
2006.06.15 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)
2007.01.09 再送
2007.04.27 拒絶査定

通常:
2006-059400
標準

通常:
2006-059473
標準

通常:
2006-059541
標準

通常:
2006-060258
標準

通常:
2006-060259
標準

通常:
2006-060940
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
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No.

42

43

44

45

商標（見本）

商標

けしごむはんこ

できるビジネスマンの手帳

ボーガスペーパー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【16】消しゴム，スタンプ，印材
【中間記録情報】
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，講習会・セミナーの企画・運営又は開催，興行の企 ［審査］
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・ 2006.07.10 願書
2006.10.06 刊行物等提出書
小型自動車競走の興行に関するものを除く。）
2006.10.25 刊行物等提出書
2006.11.07 認定･付加情報
2006.11.14 刊行物等提出による通知書
2006.11.27 認定･付加情報
2006.11.28 刊行物等提出による通知書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.12.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.11 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.03 拒絶査定

16

【16】手帳

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2006.12.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.03 拒絶査定

16

【16】紙製の梱包用緩衝材，紙製の包装用緩衝材

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.14 願書
2007.01.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定

03,16,41,44

【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤， 【中間記録情報】
洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふ ［審査］
2006.07.14 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 2006.07.14 認定･付加情報
毛
2006.11.28 刊行物等提出書
2006.12.25 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， 2007.01.05 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 2007.01.10 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， 2007.01.11 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
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 2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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， 項16号)
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手 2007.04.27 拒絶査定
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

通常:
2006-064164
標準

通常:
2006-064174
標準

通常:
2006-065978
標準

ヒーリングボディケア＼Ｈｅａｌｉｎｇ
通常 2006-066239
ｂｏｄｙ ｃａｒｅ

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

中間記録

16,41
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

14,16,20,21,24,25,2 【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 【中間記録情報】
糖入れ・塩振出容器・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 ［審査］
7

46

仏宝

通常:
2006-068367
標準

09,16,35,42

47

クーポン比較

通常 2006-068465

09,16,41
48

健康長者

通常:
2006-068533
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。

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（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，貴金属製
のがま口及び財布，宝玉及びその模造品，宝玉の原石，貴金属製コンパクト，貴金属製靴
飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，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，装飾用ステッカー，図案入りシール，写真立て
【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。），液体貯蔵槽，
工業用水槽，液化ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽，輸送用コンテナ（金属製のものを除く。），カー
テン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・
リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又は
バルカンファイバー製のものを除く。），錠（電気式又は金属製のものを除く。），クッション，
【09】映写フィルム，スライドフィルム，スライド用マウント，録画済みビデオディスク及びビデ
オテープ，録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みのコンパクトディ
スクその他レコード，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，コン
ピュータネットワーク・インターネットネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータプ
ログラム，コンピュータネットワーク・インターネットワークを通じてダウンロードされる電子出
版物，コンピュータネットワーク・インターネットを通じてダウンロードされる音楽，コンピュー
タネットワーク・インターネットを通じてダウンロードされる家庭用テレビゲームおもちゃ用
ゲームプログラム，コンピュータネットワーク・インターネットを通じてダウンロードされる業
務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，コンピュータネットワーク・インターネットを通じて
ダウンロードされる電子計算機用ゲームプログラム及び電子ペーパー
【16】雑誌，書籍，定期刊行物，印刷物
【35】インターネットおよび携帯電話を利用した広告，インターネットおよび電子メールを利
用した広告，商品の販売に関する情報の提供，インターネットおよび電子メールを利用した
商品の販売に関する情報の提供，携帯電話機または電子計算機端末による通信を用いて
行なう商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進・役務の提供促進のために電子
メールで配信されるクーポン券の発行および割引情報の提供，販売促進のための懸賞・プ
レゼントの実施に関する情報の提供
【42】インターネットを用いた検索用エンジンの提供，気象情報の提供，建築物の設計に関
する情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部
品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電子計
算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的
確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・
【09】録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ，録音済みのコンパクトディスク，
録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，スポーツの興行の企画・運営又は開催，図書の貸
与，レコード又は録音済みの磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与
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2006.07.21 願書
2006.12.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.01.22 手続補正書
2007.01.22 意見書
2007.01.22 物件提出書
2007.02.20 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定
2007.07.12 手続補正書
2007.07.12 手続補足書
2008.03.10 登録料納付
［登録］
2008.01.19 登録査定書
2008.03.10 設定納付書
2008.03.31 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.10 願書
2006.09.01 手続補正指令書(出願)
2006.12.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.05 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))
2007.04.13 拒絶査定
2008.05.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.07 願書
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

2009/1/15
14／21

３条拒絶（雑貨）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,28

49

Ｌｅｔ’ｓ！脳トレ

51

52

メディカルケア・アシスタント

書籍デジタル

ゴルフミニ

09,16

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.25 願書
2007.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.18 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 【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］
2006.07.26 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，
2006.12.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
2007.04.03 拒絶査定

通常:
2006-069234
標準

通常:
2006-069242
標準

通常:
2006-069279
標準

通常:
2006-069545
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］
2006.07.25 願書
2007.01.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.16 拒絶査定
2007.08.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

16,41

50

指定商品・役務
【09】自動販売機，業務用テレビゲーム機，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させ
た記憶媒体，業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，写真機械器具，映画機械器具，
光学機械器具，測定機械器具，電池，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，携
帯電話用ストラップ，デジタルカメラ，デジタルビデオカメラ，ビデオカメラ，電子スチールカメ
ラ並びにこれらの部品及び附属品，電気通信機械器具，ダウンロード可能な電子計算機用
プログラム，その他の電子計算機用プログラム，電子計算機用プログラムを記憶させた記
憶媒体，電子計算機用周辺機器，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビ
ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体，電子計算機ネットワークを通じてダ
ウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，家庭用テレビゲームお
もちゃの部品及び附属品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ
用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，液晶画面ゲームおもちゃ用のプロ
グラムを記憶させた記憶媒体，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，ダウンロード可能な音楽，
録音済みのコンパクトディスク，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，ダウンロード可能な映像，
ダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画
像・映像，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた記憶媒体，ダ
ウンロード可能な電子出版物，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，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，
【16】印刷物
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.25 願書
2006.07.25 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.02.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.04.20 拒絶査定

2009/1/15
15／21

３条拒絶（雑貨）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16

53

ＨＤ＼Ｔｈｅ Ｈｅａｖｙ Ｄｕｔｙ ザ・
通常 2006-069733
ヘビーデューティ

28
54

55

56

コンパクトマグネットバイク

＠東京、＠ｔｏｋｙｏ、アットトウ
キョウ、ａｔ－ｔｏｋｙｏ、ａｔ東京

ケモノヅメ＼獣爪

通常:
2006-069795
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

16,42

【16】雑誌，新聞，地図、レストラン・ホテル・旅行・買物のガイドブック・その他の印刷物
【中間記録情報】
【42】インターネットによる雑誌記事情報の提供，宿泊施設に関する情報の提供，飲食店に ［審査］
2006.07.13 願書
関する情報の提供，医療情報の提供，気象情報の提供，求人情報の提供
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)
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.04.27 拒絶査定

09,16,28,41,42

【09】コンピュータ用ゲームプログラム及びその他の電子計算機用プログラム（記録済みの
ものを含む。），コンピュータ用ゲームプログラム及びその他の電子計算機用プログラムを
記録した磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・電子回路及び
その他の記録媒体，コンピュータ用マウスパッド，その他の電子応用機械器具及びその部
品（ＩＣカードを含む。），業務用テレビゲーム機及びその部品，家庭用テレビゲーム機及び
その部品，レコード，ダウンロード可能な音楽（携帯電話用着信メロディ・楽曲データを含
む。），録音済みの磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・電子
回路その他の記録媒体，ダウンロード可能な画像（アニメーションその他の動画を含む。），
アニメーションを内容とする映写フィルム及びその他の映写フィルム，アニメーション録画済
みビデオディスク・ビデオテープ及びＤＶＤ，その他の録画済みの磁気テープ・磁気カード・
磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・電子回路その他の記録媒体，コンパクトディスク
プレーヤー，デジタルビデオディスクプレーヤー，未記録の電子計算機用磁気ディスク・光
ディスク・光磁気ディスク・電子回路及びその他の記録媒体，電子出版物，携帯電話機用ス
トラップ，その他の電気通信機械器具
【16】歌集，書籍，雑誌，新聞，ニューズレター，定期刊行物，小冊子，パンフレット，カタロ
グ，剥ぎ取り式カレンダー及びその他のカレンダー，はがき，ポスター，説明書，グラフィッ
ク印刷物，ハンドブック，郵便切手，その他の印刷物，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，アルバム，通知状用カード，メロディー付きグリーティングカード及びその他のグリー
ティングカード，索引用カード，ノートブック，剥ぎ取り式ノート，便せん，封筒，文書ファイ
ル，書類箱，書類挟み，紙挟み，しおり，筆箱，筆立て，ホッチキス，画用紙帳，万年筆，
シャープペンシル，鉛筆，ボールペン，消しゴム，ペーパーナイフ，事務用紙，パステル，ク

通常 2006-070356

通常 2006-070777

指定商品・役務

【16】印刷物，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.07.26 願書
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，
2006.08.04 代理権変更届
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
2006.08.04 手続補足書
鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製包装用容器，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製
2006.09.05 認定･付加情報
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
2006.09.05 認定･付加情報
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
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
類，書画，写真，写真立て
号)
2007.02.14 手続補正書
2007.02.14 意見書
2007.04.27 拒絶査定
2007.07.30 手続補正書(方式)
2007.12.12 登録料納付
2008.12.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.12.07 登録査定書
2007.12.12 設定納付書
2008.01.08 登録証
【28】運動用固定式自転車
【中間記録情報】
［審査］
2006.07.26 願書
2006.07.26 認定･付加情報
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2006.07.28 願書
2007.02.07 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.02.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.28 意見書
2007.04.13 拒絶査定

2009/1/15
16／21

３条拒絶（雑貨）２００７．０４.xls
No.

57

58

59

商標（見本）

商標

岩盤浴まくら

ナチュラルセラピスト

Ｃ．Ｕ．Ｒ．Ｅ．ライナー

種別 出願番号

区分

流通パック商事

16,41

【16】印刷物
【中間記録情報】
【41】ナチュラルセラピーに関する知識及び技能の教授，ナチュラルセラピーに関する知識 ［審査］
2006.07.18 願書
及び技能の資格認定試験の実施及び資格の認定
2006.07.18 早期審査に関する事情説明書
2006.08.08 認定･付加情報
2006.08.21 認定･付加情報
2006.08.25 出願番号特定通知書
2006.09.22 早期審査に関する報告書
2006.09.29 早期審査選定結果の通知書
2006.12.11 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.12.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定

03,05,10,11,16,17

【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］
2006.08.01 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 2006.08.04 認定･付加情報
毛
2007.01.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【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， 号)
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， 2007.04.23 拒絶査定
胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕環，失禁用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児
用粉乳，人工受精用精液
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【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
【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，紙製包装用容 【中間記録情報】
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，荷札，紙 ［審査］
類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
2006.08.01 願書
2006.08.02 認定･付加情報
2007.01.19 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))
2007.04.20 拒絶査定

通常:
2006-071007
標準

通常:
2006-071466
標準

通常:
2006-071539
標準

通常:
2006-071605
標準

21,25
61

Ｒ１３４

通常:
2006-071900
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】まくら

16
60

指定商品・役務

20

【21】食器類（貴金属製のものを除く）
【25】被服

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

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.31 願書
2006.08.01 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)
2007.04.27 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.19 願書
2006.12.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.13 拒絶査定

2009/1/15
17／21

３条拒絶（雑貨）２００７．０４.xls
No.

62

63

64

65

66

67

68

商標（見本）

商標

Ｖｅｌｖｅｔｙ Ｐｕｆｆ

運がつく

トレーニングシート

立体商標

スーパー３Ｄ

ＳＫＩＴＴＬＥ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【21】化粧用スポンジ

16

【16】紙類，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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2006.08.03 願書
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，文房具類
2006.08.03 代理権変更届
2006.08.03 手続補足書
2006.08.30 認定･付加情報
2006.08.30 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定

16

【16】新聞，学習参考書，学習雑誌

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.07 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)
2007.04.23 拒絶査定

20,28

【20】竹製・木製・プラスチック製・石こう製又はろう製の置物
【28】おもちゃ，人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.09 願書
2006.09.01 手続補正指令書(出願)
2006.09.04 手続補正書
2006.09.04 認定･付加情報
2006.09.04 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)
2007.04.27 拒絶査定

20

【20】プラスティック製の看板

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.28 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

28

【28】縫いぐるみ，遊戯用器具，ビリヤード用具，おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運
動用具，スキーワックス，釣り具

【中間記録情報】
［審査］
2006.07.28 願書
2007.01.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

16

【16】トイレットペーパー

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.10 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.23 拒絶査定

通常:
2006-072057
標準

通常:
2006-072386
標準

通常:
2006-073414
標準

通常:
2006-074264
立体

通常:
2006-074627
標準

通常 2006-074639

リフレッシュ＼シャワー式トイレ
通常 2006-074860
用＼３枚重ね

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

中間記録

21
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【中間記録情報】
［審査］
2006.08.02 願書
2006.08.02 手続補足書
2006.09.04 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.06 拒絶査定

2009/1/15
18／21

３条拒絶（雑貨）２００７．０４.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
18,20,24,25,40

69

匠∞有松鳴海絞

通常 2006-075895

21

70

ＭＥＴＡＬＥＣＯ箸

Ｗａｓｈｂｏｗｌ＼ウオッシュボウル 通常 2006-076686

20
72

土にかえる骨壷

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.08.14 願書
2007.02.05 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2007.03.19 手続補正書
2007.03.19 意見書
2007.04.24 拒絶査定
2007.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.06.18 登録料納付
［登録］
2008.05.27 登録査定書
2008.06.18 設定納付書
2008.07.15 登録証
【中間記録情報】
［審査］
2006.08.01 願書
2006.09.08 手続補正指令書(出願)
2006.09.13 手続補正書
2006.10.24 認定･付加情報
2006.10.24 認定･付加情報
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.06 拒絶査定

【21】浴室用腰掛け，風呂用品，ベビーバス（持ち運びできるもの），携帯用乳児用浴槽，幼
児の浴室用腰掛け，浴室用踏み台，浴槽用椅子，半身浴用腰掛け，湯かき棒，浴室用手
おけ，乳幼児用浴室用手おけ，浴室用腰掛けに用いる座面マット，乳幼児の浴室用クッ
ション，乳児の洗髪及び身体を洗う為の浴室用エアークッション，洗髪時に湯やシャンプー
の泡等が顔面に垂れ落ちるのを防ぐ鍔，シャンプーハット，乳児の浴室用寝台，浴室内に
おいて使用する乳幼児用洗髪具，デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除
く。），かいばおけ，家禽用リング，魚ぐし，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用は
け，船舶ブラシ，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし
（電気式又は貴金属製のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類（貴金属製のものを除く。），
携帯用アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡立
て器，こし器，こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器（貴金属製のものを除く。），卵立
て（貴金属製のものを除く。），ナプキンホルダー及びナプキンリング（貴金属製のものを除
く。），盆（貴金属製のものを除く。），ようじ入れ（貴金属製のものを除く。），ざる，シェー
カー，しゃもじ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，
ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り分け用へら，なべ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，
まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），清掃
用具及び洗濯用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，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
【20】骨壷

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.17 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.13 拒絶査定

通常 2006-076025

21

71

指定商品・役務
【18】絞り染品を用いたかばん類及び袋物，絞り染品を用いた携帯用化粧道具入れ，絞り
染品を用いた傘，絞り加工及び絞り染加工を施した皮革
【20】絞り染品を用いたクッション，絞り染品を用いた座布団，絞り染品を用いたまくら，絞り
染品を用いたマットレス，絞り染品を用いたうちわ及びせんす，絞り染品を用いた屋内用ブ
ラインド，絞り染品を用いたすだれ，絞り染品を用いたつい立て及びびょうぶ
【24】絞り染織物，絞り染メリヤス生地，絞り染品を用いた布製身の回り品，絞り染品を用い
た敷布，絞り染品を用いた布団，絞り染品を用いた布団カバー，絞り染品を用いた布団
側，絞り染品を用いたまくらカバー，絞り染品を用いた織物製テーブルナプキン，絞り染品
を用いたふきん，絞り染品を用いたのぼり及び旗（紙製のものを除く。），絞り染品を用いた
織物製いすカバー，絞り染品を用いた織物製壁掛け，絞り染品を用いたカーテン，絞り染
品を用いたテーブル掛け，絞り染品を用いたどん帳，絞り染品を用いたのれん
【25】絞り染品を用いた被服，絞り染品を用いた履物
【40】絞り染品を用いた布地・被服の加工処理（乾燥処理を含む。），絞り染処理，絞り染品
の裁縫，絞り染品のししゅう
【21】はし，はし箱

通常:
2006-076847
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.08.05 願書
2006.09.08 手続補正指令書(出願)
2006.09.11 手続補正書(方式)
2007.01.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

2009/1/15
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３条拒絶（雑貨）２００７．０４.xls
No.

73

74

75

76

77

78

79

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【21】携帯用アイスボックス，水筒，魔法瓶

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.07 願書
2007.01.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.20 拒絶査定
2007.09.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

25,28

【25】被服
【28】おもちゃ，人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.10 願書
2006.08.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.01 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.19 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))
2007.04.20 拒絶査定

16,28

【16】文房具類，印刷物，絵画，写真，写真立て
【28】おもちゃ，人形，トランプ

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.23 願書
2006.08.29 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

16,28

【16】文房具類，印刷物，絵画，写真，写真立て
【28】おもちゃ，人形，トランプ

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.23 願書
2006.08.29 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定
2007.06.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

09,16,28

【09】フィルム内臓一体型簡易カメラ，電池，電気通信機械器具の部品及び附属品，録画
済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，模型及び標本
【16】文房具類，印刷物，絵画，写真，写真立て
【28】おもちゃ，人形，トランプ

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.23 願書
2006.08.29 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2007.04.27 拒絶査定

16

【16】文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.23 願書
2006.08.24 認定･付加情報
2007.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.23 拒絶査定

16

【16】文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.24 願書
2006.08.24 認定･付加情報
2007.02.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.28 意見書
2007.03.28 認定･付加情報
2007.04.06 拒絶査定

エコボトル＼ＥＣＯ－ＢＯＴＴＬＥ 通常 2006-077337

ＭＡＮＴＴ１００

Ｒｅａｌ ｐａｐｅｒ ｃｒａｆｔ＼リアル
ペーパークラフト

通常 2006-078155

通常 2006-078482

Ｒｅａｌ ｆｉｇｕｒｅ ｂｏｘ＼リアルフィ
通常 2006-078483
ギュアボックス

立体＼図鑑

消しテープ

こども＼あんぜんちいき＼マッ
プ

通常 2006-078484

通常:
2006-078711
標準

通常 2006-078804

※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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No.

80

81

82

83

84

85

商標（見本）

商標

立山の雷鳥

くびれーる

ＪＡＮＫＥＮ ＭＩＲＲＯＲ

ＰＥＡＣＥ ＭＩＲＲＯＲ

株式会社ナカザト

ＣＵＰ ＦＡＣＥ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【28】おもちゃ，人形

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.25 願書
2007.01.23 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
2007.04.03 拒絶査定

28

【28】リハビリテーション用器具

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.23 願書
2006.09.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.12 認定･付加情報
2006.09.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.07 手続補正書
2007.03.07 意見書
2007.04.11 認定･付加情報
2007.04.11 認定･付加情報
2007.04.27 拒絶査定

12,28

【12】乗物用盗難警報器，車いす，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，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤ
カー，動力付三輪車並びにその部品及び附属品
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，
人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲー
ム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊
戯用器具，ビリヤード用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.23 願書
2006.09.12 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

12,28

【12】乗物用盗難警報器，車いす，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，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤ
カー，動力付三輪車並びにその部品及び附属品
【28】遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，
人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲー
ム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊
戯用器具，ビリヤード用具

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.23 願書
2006.09.12 認定･付加情報
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

21

【21】アイロン台

【中間記録情報】
［審査］
2006.09.05 願書
2006.09.05 認定･付加情報
2007.01.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.03.09 手続補正書
2007.03.09 手続補足書
2007.03.09 認定･付加情報
2007.03.09 認定･付加情報
2007.03.09 意見書
2007.04.10 認定･付加情報
2007.04.25 拒絶査定

28

【28】ゴルフクラブ

【中間記録情報】
［審査］
2006.09.05 願書
2007.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.19 手続補正書
2007.03.19 意見書
2007.04.02 拒絶査定

通常:
2006-079373
標準

通常:
2006-082183
標準

通常:
2006-082229
標準

通常:
2006-082231
標準

通常:
2006-082333
標準

通常:
2006-082540
標準

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

中間記録
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No.

86

87

88

89

商標（見本）

商標

ＢＡＢＹ ＩＮ ＣＡＲ

温泉ソムリエ

三角コーナー＼いらず

リビングガーデン

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【16】印刷物，文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.23 願書
2006.09.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.09.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2007.04.27 拒絶査定

09,16

【09】電子出版物
【16】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2006.08.28 願書
2007.01.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.04.27 拒絶査定

16,21

【16】水切り用プラスチツク製生ごみ収集袋，その他のプラスチツク製ごみ収集用袋
【21】プラスチツク製ごみ収集用袋の口を開放状態にとめて使用する開閉式の保持具

【中間記録情報】
［審査］
2006.09.11 願書
2006.09.11 認定･付加情報
2007.03.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.23 意見書
2007.03.26 認定･付加情報
2007.04.23 拒絶査定
2007.07.30 手続補正書(方式)
2007.07.30 手続補正書
2007.09.27 手続補正書(方式)
2008.03.04 登録料納付
［登録］
2008.02.25 登録査定書
2008.03.04 設定納付書
2008.03.31 登録証

20

【20】海泡石，こはく，荷役用パレット（金属製のものを除く。），養蜂用巣箱，美容院用い
す，理髪店用いす，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，
木皮，あし，い，おにがや，すげ，すさ，麦わら，わら，きば，鯨のひげ，甲殻，人工角，ぞう

【中間記録情報】
［審査］
2006.09.14 願書
2006.09.14 認定･付加情報
2007.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2007.03.22 意見書
2007.03.22 認定･付加情報
2007.04.03 拒絶査定

通常 2006-083239

通常 2006-083603

通常 2006-084466

通常:
2006-085872
標準

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

中間記録
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