立体商標3条2項適用

No.

イメージ

付加
失効 審判
情報

2012/4/6

出願番号
出願日

登録番号
登録日

法

分 類

株式会社ひよ子

H09-102128
1997/04/01

4704439
2003/08/29

Z

30

出願人／権利者

1

図形
３２
立体

2

図形
３２
立体

アディダス アーゲー

2000-035806
2000/04/06

4522862
2001/11/16

Z

25

3

図形
３２
立体

アディダス アーゲー

2000-035807
2000/04/06

4522863
2001/11/16

Z

25

4

図形
３２
立体

アディダス アーゲー

2000-035808
2000/04/06

4522864
2001/11/16

Z

25

5

図形
３２
立体

エルメス・アンテルナショナル

2000-141235
2000/12/28

4770984
2004/05/14

Z

18

6

図形
３２
立体

有

マグ インスツルメント インコーポレー
テッド

2001-003358
2001/01/19

5094070
2007/11/22

Z

11

7

色彩
図形
３２
立体

有

ザ・コカ－コーラ・カンパニー

2003-055134
2003/07/02

5225619
2009/04/24

Y

32

8

色彩
図形
３２
立体

有

カール・ハンセン アンド サン モーベ
ルファブリック エイ・エス，カール・ハン
セン＆サン ジャパン株式会社

2008-011532
2008/02/19

5446392
2011/10/28

X

20

9

色彩
図形
３２
立体

有

エルメス・アンテルナショナル

2008-016948
2008/03/06

5438058
2011/09/09

X

18

10

色彩
図形
３２
立体

有

エルメス・アンテルナショナル

2008-016949
2008/03/06

5438059
2011/09/09

X

18

11

色彩
図形
３２
立体

有

株式会社ヤクルト本社

2008-072349
2008/09/03

5384525
2011/01/21

X

29

12

色彩
図形
３２
立体

有

コクヨ株式会社

2008-087060
2008/10/27

5444010
2011/10/14

X

16

13

図形
３２
立体

有

株式会社ロイヤルコレクション

2009-019970
2009/03/19

5445981
2011/10/21

X

28

14

色彩
図形
３２
立体

有

オルファ株式会社

2010-001754
2010/01/14

X

08

※

有
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4704439
【商標】
【称呼】
【出願番号】 H09-102128（1997.04.01）【先願権発生日】1997.04.01
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2013.08.29
【登録番号】
4704439（2003.08.29）【分割番号】
【公報発行日】2003.09.30
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】平成８年法
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】1999.08.27【出願種別】通常
【最終処分日】2007.11.26
【最終処分】登録後の本権利抹消（無効審判の確定）
[1/4]

[2/4]

[3/4]

[4/4]

【付加情報】図形有,３条２項,立体商標
【権利者】株式会社ひよ子
【住所】 福岡県福岡市南区向野１丁目１６番１３号
【区分】30
30A01
まんじゅう
【代理人】藤井 信孝
藤井 信行
【重複情報】（000）
【審判情報】（002）
1.【審判番号】 H11-015134（1999.09.16）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2003.08.11 【審判最終処分】請求成立
【出訴・上告情報】（000）
2.【審判番号】2004-089076（2004.09.10）
【審判種別】全部無効（延長・更新登録以外）
【審判最終処分日】2007.11.26 【審判最終処分】請求成立
【出訴・上告情報】（002）
1.「出訴」 （2005-010673）（2005.09.03）
2.「上告」 （2007-000061）（2006.12.14）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（010）
［審査］
1997.04.01 願書
1997.05.16 出願番号通知
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4704439
1998.07.10 拒絶理由通知書（第3条1項各号）
1998.08.19 意見書
1998.09.24 上申書
1999.08.27 拒絶査定
2003.08.11 登録料納付
［登録］
2003.08.11 登録査定書
2003.08.11 設定納付書
2003.09.09 登録証
【審判詳細情報】（002）
1.【審判番号】 H11-015134（1999.09.16）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2003.08.11 【審判最終処分】請求成立
【分類】
30類
【指定商品】
菓子及びパン
【請求人】 株式会社ひよ子
【住所】
福岡県福岡市南区向野１丁目１６番１３号
【代理人】 藤井 信行
【代理人】 藤井 信孝
【審判異議申立情報】（000）
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
取消して登録
【分類】
平成８年法 30類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判中間記録情報】（012）
1999.09.17 審判請求書(その他の請求書･申立書を含む)
1999.10.15 審判番号通知（その他）
1999.11.15 手続補正書(方式)
2003.07.01 審判官指定(変更)通知（その他）
2003.07.04 審尋(審判官)（その他）
2003.07.09 手続補正書(自発･内容)
2003.07.09 回答書
2003.08.08 審決（その他）
2003.08.15 郵便送達報告書
2005.11.07 閲覧照会
2005.11.08 閲覧貸出
2005.11.11 閲覧返却
2.【審判番号】2004-089076（2004.09.10）
【審判種別】全部無効（延長・更新登録以外）
【審判最終処分日】2007.11.26 【審判最終処分】請求成立
【分類】
30類
【指定商品】
無
【請求人】 有限会社 二鶴堂
【住所】
福岡県福岡市東区馬出６丁目１５番２１号
【代理人】 小堀 益
【代理人】 堤 隆人
【代理人】 山本 智子
【代理人】 山本 紀夫
【代理人】 八尋 光良
【被請求人】株式会社 ひよ子
【住所】
福岡県福岡市南区向野１丁目１６番１３号
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4704439
【被代理人】藤井 信行
【被代理人】藤井 信孝
【被代理人】藤井 重男
【審判異議申立情報】（000）
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】全部無効（延長・更新登録以外）
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
無効とする(請求全部成立)
【分類】
平成８年法 30類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】全部無効（延長・更新登録以外）
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
無効としない
【分類】
平成８年法 30類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】全部無効（延長・更新登録以外）
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】全部無効（延長・更新登録以外）
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判中間記録情報】（057）
2004.09.13 審判請求書(その他の請求書･申立書を含む)
2004.09.27 審判番号通知（その他）
2004.09.27 審判官指定(変更)通知（その他）
2004.09.27 予告登録通知
2004.10.05 審判番号通知（その他）
2004.10.05 審判官指定(変更)通知（その他）
2004.10.06 請求書副本の送達通知(答弁指令)（その他）
2004.10.14 郵便送達報告書
2004.11.17 答弁書(審判事件答弁書･異議答弁書)
2004.11.17 代理人受任届(被請求人･権利者)
2004.11.25 答弁書副本の送付通知(弁駁指令)（その他）
2004.11.25 書面審理通知書（その他）
2004.11.25 書面審理通知書（その他）
2004.12.27 弁駁書(審判事件答弁書･異議答弁書)
2005.03.28 上申書(出願人･請求人)
2005.04.26 審判官指定(変更)通知（その他）
2005.04.26 審判官指定(変更)通知（その他）
2005.05.16 弁駁書副本の送付通知（その他）
2005.05.16 上申書副本の送付通知（その他）
2005.05.26 答弁書(審判事件答弁書･異議答弁書)
2005.07.05 答弁書副本の送付通知（その他）
2005.07.08 審理終結通知書（その他）
2005.07.08 審理終結通知書（その他）
2005.07.11 弁駁書(審判事件答弁書･異議答弁書)
2005.07.19 弁駁書副本の送付通知（その他）
2005.08.08 審決（その他）
2005.08.08 審決（その他）
2005.08.15 郵便送達報告書
2005.08.15 郵便送達報告書
2005.08.15 閲覧照会
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4704439
2005.08.16
2005.08.22
2005.10.26
2005.10.27
2005.11.02
2006.06.19
2006.06.19
2006.06.29
2006.06.29
2006.07.04
2006.07.04
2006.12.13
2006.12.20
2006.12.22
2007.04.27
2007.04.27
2007.08.15
2007.08.15
2007.08.23
2007.09.18
2007.10.02
2007.10.02
2007.10.24
2007.10.24
2007.10.30
2007.10.30
2007.12.18

閲覧貸出
閲覧返却
閲覧照会
閲覧貸出
閲覧返却
審判官指定(変更)通知（その他）
審判官指定(変更)通知（その他）
更正決定（その他）
更正決定（その他）
郵便送達報告書
郵便送達報告書
閲覧照会
閲覧貸出
閲覧返却
審判官指定(変更)通知（その他）
審判官指定(変更)通知（その他）
指令書(その他)処分有(審判長)（その他）
指令書(その他)処分有(審判長)（その他）
上申書(出願人･請求人)
回答書
審理終結通知書（その他）
審理終結通知書（その他）
審決（その他）
審決（その他）
郵便送達報告書
郵便送達報告書
確定登録通知
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4522862
【商標】
【称呼】
【出願番号】2000-035806（2000.04.06）【先願権発生日】2000.04.06
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2021.11.16
【登録番号】
4522862（2001.11.16）【分割番号】
【公報発行日】2001.12.18
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】2011.11.01
【更新登録日】2011.11.15【更新出願番号】
【法区分】平成８年法
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】
【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/2]

[2/2]

【付加情報】図形有,３条２項,立体商標
【権利者】アディダス アーゲー
【住所】 ドイツ連邦共和国 ９１０７４ ヘルツオーゲンアウラッハ アディ ダスラー
シュトラーセ １
【区分】25
17A01
トレーニングジャケット，ウインドブレーカージャケット，ウォームアップジャケット，
レインジャケット，スウェットシャツ
【代理人】佐久間 剛
柳田 征史
【重複情報】（000）
【審判情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（063）
［審査］
2000.04.06 願書
2000.05.17 認定･付加情報
2000.05.31 早期審査に関する事情説明書
2000.07.13 認定･付加情報
2000.07.31 早期審査に関する報告書
2000.08.22 拒絶理由通知書（第3条1項各号+第4条1項16号）
2000.11.10 期間延長請求書
2000.12.22 手続補正書
2000.12.22 手続補足書
2000.12.22 意見書
2001.01.04 認定･付加情報
2001.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2001.02.20 認定･付加情報
2001.02.20 認定･付加情報
2001.02.20 手続補正指令書(中間書類)
2001.03.22 上申書
2001.04.19 認定･付加情報
2001.06.13 上申書
2001.06.13 手続補足書
2001.06.15 認定･付加情報
2001.07.18 認定･付加情報
2001.08.01 上申書
2001.08.01 手続補足書
2001.08.03 手続補正書
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4522862
2001.08.03 上申書
2001.09.14 認定･付加情報
2001.09.14 認定･付加情報
2001.09.14 認定･付加情報
2001.09.14 認定･付加情報
2001.10.09 登録査定
2001.11.08 登録料納付
2002.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2002.07.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2003.09.25 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2003.09.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2003.10.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2003.11.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2003.11.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.04.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.04.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.06.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.08.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.03.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.06.03 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.06.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2009.03.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2009.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.05.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.05.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.06.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.10.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2001.10.09 登録査定書
2001.11.08 設定納付書
2001.11.27 登録証
2006.10.16 表示変更登録申請書(氏名)
2006.11.10 移転登録済通知書
2010.08.06 表示変更登録申請書(住所)
2010.09.03 移転登録済通知書
2011.11.01 商標権存続期間更新登録申請書
2011.11.22 更新申請登録通知書
【審判詳細情報】（000）
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4522863
【商標】
【称呼】
【出願番号】2000-035807（2000.04.06）【先願権発生日】2000.04.06
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2021.11.16
【登録番号】
4522863（2001.11.16）【分割番号】
【公報発行日】2001.12.18
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】2011.11.01
【更新登録日】2011.11.15【更新出願番号】
【法区分】平成８年法
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】
【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/2]

[2/2]

【付加情報】図形有,３条２項,立体商標
【権利者】アディダス アーゲー
【住所】 ドイツ連邦共和国 ９１０７４ ヘルツオーゲンアウラッハ アディ ダスラー
シュトラーセ １
【区分】25
17A01 24C01 24C03 24C04
トレーニングパンツ，ウインドブレーカーパンツ，ウォームアップパンツ，レインパンツ，
スウェットパンツ，ゴールキーパー用サッカーユニフォームパンツ
【代理人】佐久間 剛
柳田 征史
【重複情報】（000）
【審判情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（047）
［審査］
2000.04.06 願書
2000.04.27 認定･付加情報
2000.05.31 早期審査に関する事情説明書
2000.07.13 認定･付加情報
2000.07.31 早期審査に関する報告書
2000.08.22 拒絶理由通知書（第3条1項各号+第4条1項16号）
2000.11.10 期間延長請求書
2000.11.15 認定･付加情報
2000.12.22 手続補正書
2000.12.22 意見書
2001.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2001.03.09 認定･付加情報
2001.03.13 手続補正指令書(中間書類)
2001.03.22 上申書
2001.03.27 認定･付加情報
2001.06.13 上申書
2001.06.14 認定･付加情報
2001.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2001.08.01 上申書
2001.08.03 手続補正書
2001.08.03 上申書
2001.08.10 認定･付加情報
2001.08.10 認定･付加情報
2001.08.10 認定･付加情報
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4522863
2001.10.09 登録査定
2001.11.08 登録料納付
2002.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2002.01.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2003.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2003.08.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2003.09.25 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2004.04.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.04.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.06.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.06.03 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2009.04.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.06.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2001.10.09 登録査定書
2001.11.08 設定納付書
2001.11.27 登録証
2006.10.16 表示変更登録申請書(氏名)
2006.11.10 移転登録済通知書
2010.08.06 表示変更登録申請書(住所)
2010.09.03 移転登録済通知書
2011.11.01 商標権存続期間更新登録申請書
2011.11.22 更新申請登録通知書
【審判詳細情報】（000）
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4522864
【商標】
【称呼】
【出願番号】2000-035808（2000.04.06）【先願権発生日】2000.04.06
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2021.11.16
【登録番号】
4522864（2001.11.16）【分割番号】
【公報発行日】2001.12.18
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】2011.11.01
【更新登録日】2011.11.15【更新出願番号】
【法区分】平成８年法
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】
【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/2]

[2/2]

【付加情報】図形有,３条２項,立体商標
【権利者】アディダス アーゲー
【住所】 ドイツ連邦共和国 ９１０７４ ヘルツオーゲンアウラッハ アディ ダスラー
シュトラーセ １
【区分】25
22A01 24C01 24C03 24C04
運動靴，ウォーキングシューズ，サッカー靴，バスケットボール靴，野球靴，テニス靴，
陸上競技用靴，ランニングシューズ，ゴルフ靴，ラグビー靴，体操用靴，バレーボール靴，
ハンドボール靴，登山靴，トレッキングシューズ，トレーニングシューズ
【代理人】佐久間 剛
柳田 征史
【重複情報】（000）
【審判情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（047）
［審査］
2000.04.06 願書
2000.05.11 認定･付加情報
2000.05.31 早期審査に関する事情説明書
2000.07.13 認定･付加情報
2000.07.31 早期審査に関する報告書
2000.08.22 拒絶理由通知書（第3条1項各号+第4条1項16号）
2000.11.10 期間延長請求書
2000.11.16 認定･付加情報
2000.12.22 手続補正書
2000.12.22 意見書
2001.03.09 認定･付加情報
2001.03.13 手続補正指令書(中間書類)
2001.03.22 上申書
2001.03.27 認定･付加情報
2001.06.13 上申書
2001.06.14 認定･付加情報
2001.08.01 上申書
2001.08.03 手続補正書
2001.08.03 上申書
2001.08.10 認定･付加情報
2001.08.10 認定･付加情報
2001.08.10 認定･付加情報
2001.10.09 登録査定
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4522864
2001.11.08 登録料納付
2002.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2002.01.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2003.01.23 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2003.01.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2003.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2003.10.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2003.10.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2004.06.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.12 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.11.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.03.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.06.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2001.10.09 登録査定書
2001.11.08 設定納付書
2001.11.27 登録証
2006.10.16 表示変更登録申請書(氏名)
2006.11.10 移転登録済通知書
2010.08.06 表示変更登録申請書(住所)
2010.09.03 移転登録済通知書
2011.11.01 商標権存続期間更新登録申請書
2011.11.22 更新申請登録通知書
【審判詳細情報】（000）
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4770984
【商標】
【称呼】
【出願番号】2000-141235（2000.12.28）【先願権発生日】2000.12.28
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2014.05.14
【登録番号】
4770984（2004.05.14）【分割番号】
【公報発行日】2004.06.15
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】平成８年法
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】
【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/1]

【付加情報】図形有,３条２項,立体商標
【権利者】エルメス・アンテルナショナル
【住所】 フランス国７５００８パリ市リュ・デュ・フォーブル・サントノーレ２４番
【区分】18
21C01
ハンドバッグ
【代理人】青木 博通
足立 泉
中田 和博
柳生 征男
【重複情報】（000）
【審判情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（019）
［審査］
2000.12.28 願書
2001.01.04 手続補足書
2001.02.22 認定･付加情報
2001.04.03 商標審査前サーチレポート
2001.11.09 拒絶理由通知書（第3条1項各号）
2002.02.12 期間延長請求書
2002.03.11 意見書
2004.04.02 登録査定
2004.05.07 登録料納付
2004.09.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2007.01.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.03.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.09.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.06.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2004.04.02 登録査定書
2004.05.07 設定納付書
2004.05.25 登録証
2006.06.19 代理人受理届
【審判詳細情報】（000）
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5094070
【商標】
【称呼】
【出願番号】2001-003358（2001.01.19）【先願権発生日】2001.01.19
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2017.11.22
【登録番号】
5094070（2007.11.22）【分割番号】
【公報発行日】2007.12.25
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】平成８年法
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】2002.11.15【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/4]

[3/4]

[2/4]

[4/4]

【付加情報】図形有,３条２項,立体商標
【権利者】マグ インスツルメント インコーポレーテッド
【住所】 アメリカ合衆国９１７６１カリフォルニア州オンタリオ、サウス・ヘルマン・ア
ベニュー２００１番
【区分】11
11A02
懐中電灯
【代理人】下坂 スミ子
高橋 美智留
山内 信俊
【重複情報】（000）
【審判情報】（001）
1.【審判番号】2003-002070（2003.02.07）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2007.10.22 【審判最終処分】請求成立
【出訴・上告情報】（001）
1.「出訴」 （2006-010555）（2006.12.27）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（036）
［審査］
2001.01.19 願書
2001.04.18 代理権変更届
2001.04.18 手続補足書
2001.04.24 商標審査前サーチレポート
2001.05.18 拒絶理由通知書（第3条1項各号）
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5094070
2001.05.31 認定･付加情報
2001.05.31 認定･付加情報
2001.08.17 意見書
2001.08.20 手続補足書
2001.09.21 認定･付加情報
2002.08.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2002.10.25 伺い書
2002.11.08 伺い回答書
2002.11.15 拒絶査定
2003.03.28 手続補正書(方式)
2003.03.28 手続補足書
2003.05.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2003.10.15 上申書
2003.10.15 手続補足書
2007.06.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.16 登録料納付
2008.01.18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.09.04 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.09.29 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2008.09.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2009.03.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.02.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.03.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2012.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2012.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.22 登録査定書
2007.11.16 設定納付書
2007.12.04 登録証
【審判詳細情報】（001）
1.【審判番号】2003-002070（2003.02.07）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2007.10.22 【審判最終処分】請求成立
【分類】
11類
【指定商品】
懐中電灯
【請求人】 マグ インスツルメント インコーポレーテッド
【住所】
アメリカ合衆国９１７６１カリフォルニア州オンタリオ、サウス・ヘルマ
ン・アベニュー２００１番
【代理人】 下坂 スミ子
【代理人】 山内 信俊
【代理人】 高橋 美智留
【審判異議申立情報】（000）
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
取消して登録
【分類】
平成８年法 11類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
登録しない
【分類】
平成８年法 11類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
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5094070
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判中間記録情報】（012）
2003.02.07 審判請求書(その他の請求書･申立書を含む)
2003.03.28 手続補正書(方式)
2003.03.28 手続補足書
2003.10.15 上申書(出願人･請求人)
2003.10.15 手続補足書
2006.01.16 審判官指定(変更)通知（その他）
2006.07.31 審理終結通知書（その他）
2006.09.04 審決（その他）
2006.10.18 庁内書類(その他の庁内書類)
2007.01.17 庁内書類(その他の庁内書類)
2007.07.17 審判官指定(変更)通知（その他）
2007.10.22 審決（その他）
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5225619
【商標】
【称呼】
【出願番号】2003-055134（2003.07.02）【先願権発生日】2003.07.02
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2019.04.24
【登録番号】
5225619（2009.04.24）【分割番号】
【公報発行日】2009.06.02
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】国際分類第８版
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】2004.11.01【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/2]

[2/2]

【付加情報】色彩有,図形有,３条２項,立体商標
【権利者】ザ・コカ－コーラ・カンパニー
【住所】 アメリカ合衆国ジヨージア州３０３１３アトランタ・ノースウエスト・ワンコカ
－コーラプラザ
【区分】32
29C01
コーラ飲料
【代理人】青木 博通
足立 泉
中田 和博
柳生 征男
【重複情報】（000）
【審判情報】（001）
1.【審判番号】2005-001651（2005.01.31）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2009.04.13 【審判最終処分】請求成立
【出訴・上告情報】（001）
1.「出訴」 （2007-010215）（2007.06.15）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（040）
［審査］
2003.07.02 願書
2004.02.13 拒絶理由通知書（第3条1項各号）
2004.05.13 意見書
2004.08.16 意見書
2004.08.17 手続補足書
2004.09.16 認定･付加情報
2004.11.01 拒絶査定
2005.11.25 手続補正書
2005.11.29 手続補正書
2005.11.29 手続補正書
2006.07.11 手続補正書
2006.07.11 手続補足書
2007.02.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.07.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.05.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.05.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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5225619
2008.07.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.08.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.08.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.08.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.09.04 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2009.03.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2009.04.14 登録料納付
2009.04.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2009.05.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2009.10.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.02.02 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2010.02.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.03.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.10.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.11.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.08.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.09.13 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2011.12.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2009.04.13 登録査定書
2009.04.14 設定納付書
2009.05.12 登録証
【審判詳細情報】（001）
1.【審判番号】2005-001651（2005.01.31）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2009.04.13 【審判最終処分】請求成立
【分類】
32類
【指定商品】
ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜ジ
ュース
【請求人】 ザ・コカ－コーラ・カンパニー
【住所】
アメリカ合衆国ジヨージア州３０３１３アトランタ・ノースウエスト・ワ
ンコカ－コーラプラザ
【代理人】 柳生 征男
【代理人】 中田 和博
【代理人】 足立 泉
【代理人】 青木 博通
【審判異議申立情報】（000）
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
取消して登録
【分類】
国際分類第８版 32類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
登録しない
【分類】
国際分類第８版 32類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
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【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判中間記録情報】（016）
2005.01.31 審判請求書(その他の請求書･申立書を含む)
2005.11.25 手続補正書(自発･内容)
2005.11.29 手続補正書(自発･内容)
2005.11.29 手続補正書(自発･内容)
2006.06.19 審判官指定(変更)通知（その他）
2006.07.10 審理終結通知書（その他）
2006.07.11 手続補正書(自発･内容)
2006.07.11 手続補足書
2006.10.02 審判官指定(変更)通知（その他）
2006.10.02 審理再開通知書（その他）
2007.01.15 審判官指定(変更)通知（その他）
2007.01.22 審理終結通知書（その他）
2007.02.19 審決（その他）
2008.06.23 審判官指定(変更)通知（その他）
2009.03.09 審判官指定(変更)通知（その他）
2009.04.13 審決（その他）
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【商標】
【称呼】
【出願番号】2008-011532（2008.02.19）【先願権発生日】2008.02.19
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2021.10.28
【登録番号】
5446392（2011.10.28）【分割番号】
【公報発行日】2011.11.29
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】国際分類第９版
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】2009.04.07【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/3]

[2/3]

[3/3]

【付加情報】色彩有,図形有,３条２項,立体商標
【権利者】カール・ハンセン＆サン ジャパン株式会社
【住所】 東京都千代田区麹町四丁目４番地７ 麹町ＣＰビルディング
【権利者】カール・ハンセン アンド サン モーベルファブリック エイ・エス
【住所】 デンマーク国 ５５６０ アールップ ホルメヴァンゲット ８
【区分】20
20A01 20A02
肘掛椅子
【代理人】▲高▼部 育子
関口 一秀
橋本 千賀子
松原 伸之
松嶋 さやか
村木 清司
塚田 美佳子
名▲高▼下 嘉奈
【重複情報】（000）
【審判情報】（001）
1.【審判番号】2009-012366（2009.07.07）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2011.09.27 【審判最終処分】請求成立
【出訴・上告情報】（002）
1.「出訴」 （2010-010253）（2010.08.05）
2.「出訴」 （2010-010321）（2010.10.08）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（029）
［審査］
2008.02.19 願書
2008.02.19 認定･付加情報
2008.03.17 早期審査に関する事情説明書
2008.04.11 認定･付加情報
2008.05.09 早期審査に関する報告書
2008.05.13 早期審査選定結果の通知書
2008.09.02 拒絶理由通知書（第3条1項各号+第4条1項16号）
2008.10.14 意見書
2008.10.14 認定･付加情報
2008.10.20 手続補正書
2008.11.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2008.11.06 認定･付加情報
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2009.04.07 拒絶査定
2009.07.07 手続補足書
2009.08.27 手続補正書(方式)
2009.08.27 手続補正書
2009.09.30 上申書
2009.09.30 手続補足書
2009.10.28 手続補正書
2010.09.08 出願人名義変更届
2010.10.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.07.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.09.29 登録料納付
2011.11.25 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2012.02.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2011.09.27 登録査定書
2011.09.29 設定納付書
2011.11.08 登録証
2011.11.25 登録証(再発行)
【審判詳細情報】（001）
1.【審判番号】2009-012366（2009.07.07）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2011.09.27 【審判最終処分】請求成立
【分類】
20類
【指定商品】
家具
【請求人】 カール・ハンセン＆サン ジャパン株式会社
【住所】
東京都千代田区麹町四丁目４番地７ 麹町ＣＰビルディング
【請求人】 カール・ハンセン アンド サン モーベルファブリック エイ・エス
【住所】
デンマーク国 ５５６０ アールップ ホルメヴァンゲット ８
【代理人】 松原 伸之
【代理人】 松原 伸之
【代理人】 村木 清司
【代理人】 村木 清司
【代理人】 橋本 千賀子
【代理人】 橋本 千賀子
【代理人】 松嶋 さやか
【代理人】 松嶋 さやか
【代理人】 ▲高▼部 育子
【代理人】 ▲高▼部 育子
【代理人】 関口 一秀
【代理人】 関口 一秀
【代理人】 塚田 美佳子
【代理人】 塚田 美佳子
【代理人】 名▲高▼下 嘉奈
【審判異議申立情報】（000）
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
取消して登録
【分類】
国際分類第９版 20類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
登録しない
【分類】
国際分類第９版 20類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
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【結論】
【分類】
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】品質の誤認(商4条1項16号)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】品質の誤認(商4条1項16号)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判中間記録情報】（016）
2009.07.07 審判請求書(その他の請求書･申立書を含む)
2009.07.07 手続補足書
2009.07.28 手続補正指令書(請求)(審判長)（その他）
2009.07.28 審判官指定(変更)通知（その他）
2009.08.27 手続補正書(方式)
2009.08.27 手続補正書(自発･内容)
2009.09.30 上申書(出願人･請求人)
2009.09.30 手続補足書
2009.10.28 手続補正書(自発･内容)
2010.04.13 審判官指定(変更)通知（その他）
2010.05.18 審判官指定(変更)通知（その他）
2010.05.25 審理終結通知書（その他）
2010.07.06 審決（その他）
2010.09.08 出願人名義変更届
2011.09.01 審判官指定(変更)通知（その他）
2011.09.27 審決（その他）
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【商標】
【称呼】
【出願番号】2008-016948（2008.03.06）【先願権発生日】2008.03.06
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2021.09.09
【登録番号】
5438058（2011.09.09）【分割番号】
【公報発行日】2011.10.11
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】国際分類第９版
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】2010.05.28【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/3]

[2/3]

[3/3]

【付加情報】色彩有,図形有,３条２項,立体商標
【権利者】エルメス・アンテルナショナル
【住所】 フランス国７５００８パリ市リュ・デュ・フォーブル・サントノーレ２４番
【区分】18
21C01
ハンドバッグ
【代理人】高松 薫
泉 潤子
【重複情報】（000）
【審判情報】（001）
1.【審判番号】2010-019401（2010.08.27）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2011.06.20 【審判最終処分】請求成立
【出訴・上告情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（025）
［審査］
2008.03.06 願書
2008.03.10 認定･付加情報
2008.04.04 認定情報通知書
2008.12.12 拒絶理由通知書（第3条1項各号）
2009.03.11 意見書
2009.03.11 手続補足書
2009.03.12 手続補足書
2009.03.30 認定･付加情報
2009.05.25 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2010.02.16 刊行物等提出書
2010.03.04 認定･付加情報
2010.03.12 刊行物等提出による通知書
2010.03.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.04.27 上申書
2010.04.27 手続補足書
2010.05.28 拒絶査定
2010.08.27 手続補足書
2010.09.09 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2010.12.13 手続補足書
2011.09.05 登録料納付
2011.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
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2011.06.20 登録査定書
2011.09.02 出願却下処分前通知
2011.09.05 設定納付書
2011.09.20 登録証
【審判詳細情報】（001）
1.【審判番号】2010-019401（2010.08.27）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2011.06.20 【審判最終処分】請求成立
【分類】
18類
【指定商品】
ハンドバッグ
【請求人】 エルメス・アンテルナショナル
【住所】
フランス国７５００８パリ市リュ・デュ・フォーブル・サントノーレ２４
番
【代理人】 高松 薫
【代理人】 泉 潤子
【審判異議申立情報】（000）
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
取消して登録
【分類】
国際分類第９版 18類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判中間記録情報】（006）
2010.08.27 審判請求書(その他の請求書･申立書を含む)
2010.08.27 手続補足書
2010.12.13 手続補足書
2011.04.25 審判官指定(変更)通知（その他）
2011.06.17 審決（その他）
2011.06.22 郵便送達報告書
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【商標】
【称呼】
【出願番号】2008-016949（2008.03.06）【先願権発生日】2008.03.06
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2021.09.09
【登録番号】
5438059（2011.09.09）【分割番号】
【公報発行日】2011.10.11
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】国際分類第９版
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】2010.02.26【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/3]

[2/3]

[3/3]

【付加情報】色彩有,図形有,３条２項,立体商標
【権利者】エルメス・アンテルナショナル
【住所】 フランス国７５００８パリ市リュ・デュ・フォーブル・サントノーレ２４番
【区分】18
21C01
ハンドバッグ
【代理人】高松 薫
泉 潤子
大澤 俊行
【重複情報】（000）
【審判情報】（001）
1.【審判番号】2010-011402（2010.05.27）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2011.06.20 【審判最終処分】請求成立
【出訴・上告情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（026）
［審査］
2008.03.06 願書
2008.03.10 認定･付加情報
2008.12.12 拒絶理由通知書（第3条1項各号）
2009.03.11 意見書
2009.03.11 手続補足書
2009.03.12 手続補足書
2009.03.30 認定･付加情報
2009.05.25 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2010.02.26 拒絶査定
2010.05.27 手続補足書
2010.07.05 手続補正書
2010.09.09 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2010.11.11 上申書
2010.11.24 上申書
2010.11.24 刊行物等提出書
2010.12.13 手続補足書
2011.01.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.04.05 上申書
2011.04.05 上申書
2011.04.05 手続補足書
2011.09.05 登録料納付
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2011.09.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2011.06.20 登録査定書
2011.09.02 出願却下処分前通知
2011.09.05 設定納付書
2011.09.20 登録証
【審判詳細情報】（001）
1.【審判番号】2010-011402（2010.05.27）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2011.06.20 【審判最終処分】請求成立
【分類】
18類
【指定商品】
ハンドバッグ
【請求人】 エルメス・アンテルナショナル
【住所】
フランス国７５００８パリ市リュ・デュ・フォーブル・サントノーレ２４
番
【代理人】 高松 薫
【代理人】 泉 潤子
【代理人】 大澤 俊行
【審判異議申立情報】（000）
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
取消して登録
【分類】
国際分類第９版 18類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判中間記録情報】（018）
2010.05.27 審判請求書(その他の請求書･申立書を含む)
2010.05.27 手続補足書
2010.06.18 審判官指定(変更)通知（その他）
2010.06.25 手続補正指令書(請求)(審判長)（その他）
2010.07.05 手続補正書(自発･内容)
2010.11.11 上申書(出願人･請求人)
2010.11.24 上申書(出願人･請求人)
2010.11.24 刊行物等提出書
2010.12.13 手続補足書
2010.12.14 審判官指定(変更)通知（その他）
2010.12.17 刊行物等提出による通知書（その他）
2010.12.24 通知書(再提出通知)(期間無)（その他）
2011.04.05 上申書(出願人･請求人)
2011.04.05 上申書(出願人･請求人)
2011.04.05 手続補足書
2011.04.25 審判官指定(変更)通知（その他）
2011.06.17 審決（その他）
2011.06.22 郵便送達報告書
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5384525
【商標】
【称呼】
【出願番号】2008-072349（2008.09.03）【先願権発生日】2008.09.03
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2021.01.21
【登録番号】
5384525（2011.01.21）【分割番号】
【公報発行日】2011.02.22
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】国際分類第９版
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】2009.06.02【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/4]

[2/4]

[3/4]

[4/4]

【付加情報】色彩有,図形有,３条２項,立体商標
【権利者】株式会社ヤクルト本社
【住所】 東京都港区東新橋１丁目１番１９号
【区分】29
31D01
乳酸菌飲料
【代理人】島田 康男
特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所
【重複情報】（000）
【審判情報】（001）
1.【審判番号】2009-015782（2009.08.27）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2011.01.11 【審判最終処分】請求成立
【出訴・上告情報】（001）
1.「出訴」 （2010-010169）（2010.05.24）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（029）
［審査］
2008.09.03 願書
2008.09.03 認定･付加情報
2009.03.03 拒絶理由通知書（第3条1項各号）
2009.04.09 意見書
2009.04.09 手続補足書
2009.04.10 認定･付加情報
2009.04.30 認定･付加情報
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2009.06.02 拒絶査定
2009.08.27 手続補足書
2009.10.02 手続補正書(方式)
2010.01.25 意見書
2010.01.25 代理人受任届
2010.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.03.31 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2010.11.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.11.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.11.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.01.11 登録料納付
2011.01.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.02.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.03.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.03.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.08.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.09.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2011.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2011.01.11 登録査定書
2011.01.11 設定納付書
2011.02.01 登録証
【審判詳細情報】（001）
1.【審判番号】2009-015782（2009.08.27）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2011.01.11 【審判最終処分】請求成立
【分類】
29類
【指定商品】
乳酸菌飲料
【請求人】 株式会社ヤクルト本社
【住所】
東京都港区東新橋１丁目１番１９号
【代理人】 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所
【代理人】 島田 康男
【審判異議申立情報】（000）
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
取消して登録
【分類】
国際分類第９版 29類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
登録しない
【分類】
国際分類第９版 29類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
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【審判中間記録情報】（014）
2009.08.27 審判請求書(その他の請求書･申立書を含む)
2009.08.27 手続補足書
2009.09.24 手続補正指令書(請求)(審判長)（その他）
2009.09.24 審判官指定(変更)通知（その他）
2009.09.24 審判番号特定通知書（その他）
2009.10.02 手続補正書(方式)
2009.12.01 審判官指定(変更)通知（その他）
2009.12.15 証拠調べ通知書（その他）
2010.01.25 意見書
2010.01.25 代理人受任届(出願人･請求人)
2010.03.30 審理終結通知書（その他）
2010.04.27 審決（その他）
2010.12.21 審判官指定(変更)通知（その他）
2011.01.11 審決（その他）
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5444010
【商標】
【称呼】
【出願番号】2008-087060（2008.10.27）【先願権発生日】2008.10.27
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2021.10.14
【登録番号】
5444010（2011.10.14）【分割番号】
【公報発行日】2011.11.15
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】国際分類第９版
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】2010.10.01【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/4]

[2/4]

[3/4]

[4/4]

【付加情報】色彩有,図形有,３条２項,立体商標
【権利者】コクヨ株式会社
【住所】 大阪府大阪市東成区大今里南６丁目１番１号
【区分】16
25B01
消しゴム
【代理人】香原 修也
藤田 雅彦
【重複情報】（000）
【審判情報】（001）
1.【審判番号】2010-029677（2010.12.30）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2011.09.12 【審判最終処分】請求成立
【出訴・上告情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（031）
［審査］
2008.10.27 願書
2008.10.28 認定･付加情報
2008.10.29 手続補足書
2008.12.02 出願人名義変更届
2008.12.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2008.12.05 職権訂正通知書(職権訂正)
2008.12.05 手続補正指令書(中間書類)
2008.12.09 手続補正書(方式)
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2008.12.11 認定･付加情報
2008.12.11 認定･付加情報
2008.12.19 認定･付加情報
2009.08.25 拒絶理由通知書（第3条各号+その他(第4条1項11号を除く)）
2009.10.05 手続補正書
2009.10.05 代理人選任届
2009.10.05 上申書
2009.10.07 認定･付加情報
2009.10.07 認定･付加情報
2009.10.07 認定･付加情報
2009.11.20 上申書
2009.11.24 認定･付加情報
2010.02.15 上申書
2010.02.16 認定･付加情報
2010.05.07 意見書
2010.05.10 手続補足書
2010.05.10 認定･付加情報
2010.05.27 認定･付加情報
2010.10.01 拒絶査定
2011.09.30 登録料納付
［登録］
2011.09.12 登録査定書
2011.09.30 設定納付書
2011.11.04 登録証
【審判詳細情報】（001）
1.【審判番号】2010-029677（2010.12.30）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2011.09.12 【審判最終処分】請求成立
【分類】
16類
【指定商品】
消しゴム
【請求人】 コクヨ株式会社
【住所】
大阪府大阪市東成区大今里南６丁目１番１号
【代理人】 香原 修也
【代理人】 藤田 雅彦
【審判異議申立情報】（000）
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
取消して登録
【分類】
国際分類第９版 16類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判中間記録情報】（004）
2010.12.30 審判請求書(その他の請求書･申立書を含む)
2011.08.02 審判官指定(変更)通知（その他）
2011.09.09 審決（その他）
2011.09.16 郵便送達報告書
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5445981
【商標】
【称呼】
【出願番号】2009-019970（2009.03.19）【先願権発生日】2009.03.19
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】2021.10.21
【登録番号】
5445981（2011.10.21）【分割番号】
【公報発行日】2011.11.22
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】国際分類第９版
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】2010.02.05【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/1]

【付加情報】図形有,３条２項,立体商標
【権利者】株式会社ロイヤルコレクション
【住所】 兵庫県神戸市中央区磯辺通二丁目２番１６号
【区分】28
24C01 24C03 24C04
ゴルフクラブ
【代理人】清水 義仁
清水 久義
【重複情報】（000）
【審判情報】（001）
1.【審判番号】2010-009379（2010.04.30）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2011.09.20 【審判最終処分】請求成立
【出訴・上告情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（019）
［審査］
2009.03.19 願書
2009.09.04 拒絶理由通知書（第3条1項各号+第4条1項16号）
2009.10.14 上申書
2009.12.09 手続補正書
2009.12.09 意見書
2009.12.14 手続補足書
2010.01.07 認定･付加情報
2010.02.05 拒絶査定
2010.04.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2010.04.30 手続補足書
2010.09.28 上申書
2010.09.29 手続補足書
2010.12.21 上申書
2010.12.22 手続補足書
2011.10.14 登録料納付
［登録］
2011.09.20 登録査定書
2011.10.14 設定納付書
2011.11.01 登録証
2011.12.12 代理人受理届
【審判詳細情報】（001）
1.【審判番号】2010-009379（2010.04.30）
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【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2011.09.20 【審判最終処分】請求成立
【分類】
28類
【指定商品】
ゴルフクラブ
【請求人】 株式会社ロイヤルコレクション
【住所】
兵庫県神戸市中央区磯辺通二丁目２番１６号
【代理人】 清水 義仁
【代理人】 清水 久義
【審判異議申立情報】（000）
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
取消して登録
【分類】
国際分類第９版 28類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判中間記録情報】（010）
2010.04.30 審判請求書(その他の請求書･申立書を含む)
2010.04.30 手続補足書
2010.07.14 審判官指定(変更)通知（その他）
2010.09.24 審判官指定(変更)通知（その他）
2010.09.28 上申書(出願人･請求人)
2010.09.29 手続補足書
2010.12.21 上申書(出願人･請求人)
2010.12.22 手続補足書
2011.09.16 審決（その他）
2011.09.26 郵便送達報告書
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2010-001754
【商標】
【称呼】
【出願番号】2010-001754（2010.01.14）【先願権発生日】2010.01.14
【公告番号】
（
）【防護番号】
【存続期間満了日】
【登録番号】
（
）【分割番号】
【公報発行日】
【分納識別】無
【分納満了日】
【更新申請日】
【更新登録日】
【更新出願番号】
【法区分】国際分類第９版
【書換登録日】
【書換申請番号】
【拒絶査定発送日】2010.11.16【出願種別】通常
【最終処分日】
【最終処分】
[1/5]

[2/5]

[4/5]

[5/5]

[3/5]

【付加情報】色彩有,図形有,３条２項,立体商標
【出願人】オルファ株式会社
【住所】 大阪府大阪市東成区東中本２丁目１１番８号
【区分】08
13A01
カッターナイフ
【代理人】鮫島 睦
寺田 花子
勝見 元博
田中 光雄
【重複情報】（000）
【審判情報】（001）
1.【審判番号】2011-003475（2011.02.16）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2012.02.28 【審判最終処分】請求成立
【出訴・上告情報】（000）
【異議申立情報】（000）
【中間記録情報】（011）
［審査］
2010.01.14 願書
2010.07.27 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)）
2010.09.06 意見書
2010.09.06 手続補足書
2010.09.08 上申書
2010.10.08 認定･付加情報
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2010-001754
2010.11.16 拒絶査定
2011.03.24 手続補正書(方式)
2011.03.24 手続補足書
2011.09.08 手続補正書
2011.12.15 上申書
【審判詳細情報】（001）
1.【審判番号】2011-003475（2011.02.16）
【審判種別】査定不服審判
【審判最終処分日】2012.02.28 【審判最終処分】請求成立
【分類】
16類
【指定商品】
カッターナイフ
【請求人】 オルファ株式会社
【住所】
大阪府大阪市東成区東中本２丁目１１番８号
【代理人】 田中 光雄
【代理人】 鮫島 睦
【代理人】 勝見 元博
【代理人】 寺田 花子
【審判異議申立情報】（000）
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】産地,販売地,品質,原材料,等(商3条1項3号)
【結論】
取消して登録
【分類】
国際分類第９版 08類
【訟務】
【審判決定分類】
【適用法】
【審級】審判
【審判種別】査定不服審判
【判示事項】使用による自他商品の識別力(商3条2項)
【結論】
【分類】
【訟務】
【審判中間記録情報】（015）
2011.02.16 審判請求書(その他の請求書･申立書を含む)
2011.02.22 手続補正指令書(請求)(審判長)（その他）
2011.02.22 審判官指定(変更)通知（その他）
2011.03.24 手続補正書(方式)
2011.03.24 手続補足書
2011.08.30 審判官指定(変更)通知（その他）
2011.09.06 審尋(審判官)（その他）
2011.09.08 応対記録
2011.09.08 手続補正書(自発･内容)
2011.10.11 審判官指定(変更)通知（その他）
2011.11.22 審判官指定(変更)通知（その他）
2011.11.30 応対記録
2011.12.14 応対記録
2011.12.15 上申書(出願人･請求人)
2012.02.28 審決（その他）
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