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No.

商標（見本）

1

商標

予防医学研究所

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

01,03,05,09,10,11,1
6,18,20,21,22,24,26,
28,29,30,31,32,33,3
6,41,42

【01】化学品，植物成長調整剤類，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），高
級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，原料プラスチック，パルプ，工業用粉類，肥料，写真材
料，試験紙，人工甘味料，陶磁器用釉薬
【03】せっけん類，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，化粧品，つけづめ，つけまつ毛，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接
着剤，歯磨，研磨紙，研磨布
【05】薬剤，歯科用材料，医療用腕環，医療用油紙，包帯，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，絆創膏，包帯
液，防虫紙
【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測
定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工ガラ
ス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子応用機械器具
及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，遊園地用機械器具，回転変流機，調相
機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，電気ブ
ザー，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，
火災報知機，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防車，盗難警報
器，安全用ヘルメット，防火被服，防じんマスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライ
ター，抵抗線，電極，溶接マスク，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウ
ント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，ガソリンステーション用装置，自動販売
機，駐車場用硬貨作動式ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機
械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタン
プ，タイムレコーダー，電気計算機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシ
ン，ウエットベルト，ウエットスーツ，浮き袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機械器具，
家庭用テレビゲームおもちゃ，メトロノーム
【10】医療用機械器具，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
【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，
その他のレコード，映写フィルム，スライドフィルム，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，電子出版物，ダウンロード可能な画像及び映像，ダウンロード可能な音楽，ダウン
ロード可能な電子出版物
【16】書籍
【41】放送番組の制作，映写フィルムの貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テー
プの貸与，録画済み磁気テープの貸与，オンラインによる画像・映像の提供，オンラインに
よる音楽の提供

通常:
1998-065500
標準

09,16,41

2

創聖のアクエリオン

通常:
2003-102744
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
【中間記録情報】
［審査］
1998.07.31 願書
1998.08.28 出願番号通知
1999.08.20 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
1999.08.20 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
1999.09.27 手続補正書
1999.11.19 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
1999.11.19 補正の却下の決定
1999.12.28 手続補正書
1999.12.28 意見書
2000.11.02 手続補正書
2000.12.15 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))
2001.01.23 意見書
2001.01.23 代理人受任届
2003.08.19 代理人辞任届
2005.09.03 伺い書
2005.10.21 伺い回答書
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2003.11.19 願書
2003.11.19 認定･付加情報
2004.05.21 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))
2004.06.30 意見書
2004.06.30 手続補足書
2004.06.30 代理人受任届
2004.07.16 認定･付加情報
2004.07.28 認定･付加情報
2004.10.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.02.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.03.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.04 拒絶査定
2006.08.01 手続補正書
2006.10.11 手続補正書(方式)
2006.10.11 手続補正書(方式)
2006.10.12 手続補足書
2007.04.02 登録料納付
2007.07.23 登録料納付
2007.09.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.03.20 登録査定書
2007.04.02 設定納付書
2007.05.18 却下理由通知書(設定)
2007.07.23 設定納付書
2007.08.14 登録証
2007.08.17 手続却下の処分(設定)
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

06,09,14,16,18,20,2 【06】金属製金具，金属製貯金箱，金属製のネームプレート及び標札，金属製のタオル用 【中間記録情報】
ディスペンサー，金属製帽子掛けかぎ，金属製郵便受け，金属製靴ぬぐいマット，金属製 ［審査］
1,24,25,28,34,41

3

ＳＨＵＦＦＬＥ！ シャッフル！

通常 2004-065462

09,15,41

4

歌いホーダイ

通常:
2004-069784
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

彫刻，金属製のバックル
2004.07.14 願書
【09】電気通信機械器具，ダウンロード可能な移動体電話機用のゲームプログラム，パーソ 2004.07.20 職権訂正履歴(職権訂正)
ナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・ 2004.07.21 職権訂正履歴(職権訂正)
光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ・デジタ 2004.07.30 職権訂正通知書(職権訂正)
ルバーサタイルディスク－ＲＡＭ，ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプ 2004.08.06 職権訂正通知書(職権訂正)
ログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲーム機，業務用テレ 2005.03.02 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.03.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
ビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光
ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ・デジタル 号)
バーサタイルディスク－ＲＡＭ，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプロ 2005.04.11 上申書
グラム，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ゲームプログラム 2005.05.13 上申書
2005.06.20 上申書
を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－Ｒ
ＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＡＭ，ダウ 2005.08.05 手続補正書
ンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム，携帯用液晶画面ゲー 2005.08.05 意見書
ムおもちゃ（送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。）用のゲームプログラ 2005.08.10 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
ムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ，ダウン 2005.08.10 手続補正指示書(審査官)
2005.08.10 手続補足書
ロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ（送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームお
もちゃを含む。）用のゲームプログラム，スロットマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用 2005.09.07 認定･付加情報
自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な音声・音 2005.09.20 手続補正書
2005.09.20 意見書
楽，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク
2006.07.26 拒絶査定
及びビデオテープ，ダウンロード可能な画像・映像，電子出版物，電子出版物の映像を記
憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ＲＯＭカートリッジ・ＣＤ－ＲＯＭ， 2006.09.22 手続補正書
オゾン発生器，電解槽，ロケット，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の 2006.10.26 手続補正書(方式)
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 2006.10.31 手続補足書
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， 2007.01.29 手続補足書
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 2007.08.03 手続補正書
【14】貴金属，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し 2007.10.05 登録料納付
【16】紙類，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 2008.01.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.10.05 設定納付書
2007.10.30 登録証
【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2004.07.28 願書
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
2005.03.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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
号)
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
2005.04.28 手続補正書
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 2005.04.28 手続補足書
2005.04.28 意見書
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 2005.06.01 認定･付加情報
2005.10.21 手続補正指示書(審査官)
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
2005.11.28 上申書
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
2006.07.07 拒絶査定
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，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マ 2006.07.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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 2006.10.10 手続補正書
2006.10.11 手続補足書
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
2007.04.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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
2007.04.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
レーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路
及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録
画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ダウンロード可能な音楽，ダウン
ロード可能な画像（動画を含む），ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞，ダウ
ンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム，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
【15】調律機，電気又は電子楽器用アンプ，その他の楽器，電気又は電子楽器用エフェク
ター，その他の演奏補助品，音さ，電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装
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商標（見本）

5

6

商標

比較 検索

ホームガードシステム

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【09】企業内の文書検索用コンピュータプログラムを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ及びその他の 【中間記録情報】
記録媒体，企業内の文書の検索用のダウンロード可能なコンピュータプログラム，電気通 ［審査］
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，コンピュータプログラムを記録させた電子 2004.09.10 願書
回路・磁気ディスク及び磁気テープ，業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電 2005.04.04 拒絶理由通知書(その他(第4条1項11号を
除く))
子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気
テープ，家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディス 2005.04.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ク・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び磁気テープ，その他の家庭 条1項11号を除く))
用テレビゲームおもちゃ，ネットワークサーバ・ホストコンピュータ・顧客の装置へのアクセス 2005.04.05 出願人名義変更届
及びこれらとの通信を容易にするためのコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体，電 2005.05.16 手続補正書
2005.05.16 意見書
気通信ネットワークに対するアクセス時の身分照合装置，電気通信用交換接続・アクセス
装置，複数のユーザーによる遠隔地にあるコンピュータ上のアプリケーションプログラムへ 2005.05.18 認定･付加情報
のアクセスを可能にするためのコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディ 2005.05.23 通知書(再提出通知)
2005.05.23 通知書(再提出通知)
スク・磁気テープ・その他の記録媒体，インターネット接続用コンピュータプログラムを記憶
させた記録媒体，インタラクティブマルチメディアビデオゲーム用プログラムを記憶させた記 2005.05.31 手続補正書
録媒体，オンライン広告の創設及び管理並びに顧客プロフィールの創設及び開発において 2005.05.31 意見書
2005.06.06 手続補正指令書(中間書類)
使用される電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・そ
の他の記録媒体，コンピュータネットワークにおけるセキュリティのための電子計算機用プ 2005.06.06 手続補正指令書(中間書類)
ログラムを記憶させた記録媒体，コンピュータ用のインターネットを利用するゲームプログラ 2005.07.06 代理人受任届
2005.07.06 手続補足書
ムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，コンピュータに
2005.07.06 代理人選任届
よって読み出されるプログラム又はデータを記録した記録媒体，システム管理用のコン
2005.08.05 認定･付加情報
ピュータプログラムを記憶させた記録媒体，データベースの管理・処理・統合・操作に使用
2005.08.05 認定･付加情報
するコンピュータプログラムを記録させた記録媒体，データの記憶・処理・検索に使用する
コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体
2005.08.05 認定･付加情報
【35】コンピュータシステムの操作に関する運行管理，コンピュータによるファイルの管理，コ 2005.09.06 認定･付加情報
ンピュータに関する一般事務の代行，電子計算機のプログラムを用いたデータの検索事務 2005.09.06 認定･付加情報
2005.10.24 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
の代行，コンピュータを用いて行なう機械・器具・設備等の設計・製図のためのデータ入力
に関する事務の代行，コンピュータ技術者の斡旋，コンピュータ通信による企業の概要情報 2006.07.03 拒絶査定

02,37

【02】塗料
【37】建設工事

通常 2004-083813

通常:
2004-100166
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

09,35,38,41,42
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【中間記録情報】
［審査］
2004.11.02 願書
2004.11.04 認定･付加情報
2005.08.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.10.03 意見書
2005.10.04 認定･付加情報
2005.10.05 手続補足書
2005.11.07 認定･付加情報
2006.07.31 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,36,41,42

7

ネットショップ・オーナー

通常:
2004-101970
標準

35

8

コンサルティング・パートナーズ

細胞呼吸法

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2004.11.08 願書
2005.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.07.25 手続補正書
2005.07.25 意見書
2006.07.07 拒絶査定
2006.09.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【09】映写フィルム・スライドフィルム・録画済みコンパクトディスク・ミニディスク・ＤＶＤ及びビ
デオＣＤその他の記録媒体，電子出版物，音楽等を録音済みのコンパクトディスク・電子回
路・ＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，家庭用テレビゲームおもちゃ，運動技能訓練用シミュ
レーター，携帯用液晶画面を利用したトレーニング用のコンピュータープログラムを記憶さ
せた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭその他の記録媒体，業務用テレビゲーム機，理化学機械器
具，コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及びＣＤ
－ＲＯＭその他の記録媒体，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，測定
機械器具，オゾン発生器，家庭用テレビゲーム機，自動販売機，救命用具，眼鏡
【16】紙類，紙製包装用容器，書画，写真，写真・ポスター・印刷物等を貼り付けて使用する
紙製の立て看板及び展示用パネルボード，印刷物，録音若しくは録画済みのコンパクト
ディスク・ミニディスク・ＤＶＤその他の記録媒体を付録とするマニュアル・書籍・楽譜・歌集
又は写真集
【41】ヨガ・健康法・ダイエット法・トレーニング・ストレッチ・技芸・スポーツ・体操・健康増進の
ための身体運動・姿勢若しくは歩き方を含めた動作に関する知識の教授又はこれらに関す
る情報の提供，気功法の教授，能力開発法の教授，ヨガ・健康法・ダイエット法・トレーニン
グ・ストレッチ・技芸・スポーツ・体操・能力開発・健康増進のための身体運動・姿勢若しくは
歩き方を含めた動作に関する講演会・セミナー・シンポジウム・研究会の企画・運営又は開
催，ヨガ・健康法・ダイエット・トレーニング・ストレッチ・スポーツ・体操・能力開発・健康増進
のための身体運動・姿勢及び歩き方を含めた動作を実践するための運動施設の提供又は
これに関する情報の提供，ヨガの興行の企画・運営又は開催，スポーツの興行の企画・運
営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びス
ポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），教育・文化・娯楽
若しくはヨガ・健康法・ダイエット法・技芸・スポーツ・トレーニング・ストレッチ・スポーツ・体
操・能力開発・健康増進のための身体運動・姿勢及び歩き方を含めた動作についての知識

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.17 願書
2005.05.13 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.07.04 手続補正書
2006.03.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定

通常:
2004-102228
標準

09,16,41,44

9

指定商品・役務
【09】自動販売機，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
具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロッ
トマシン，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及
びＣＤ－ＲＯＭ，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
【36】インターネット上の商品の販売又は役務の提供に関する料金の徴収の代行，電子マ
ネー利用者に代わってする支払い代金の決済，通信回線を利用した商取引決済手続きの
代行，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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用
状に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴
収の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外
国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション
取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証
券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取
次ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物
取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券
の募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引
の受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，
損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査

通常 2004-109468

※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］
2004.11.09 願書
2004.11.10 認定･付加情報
2005.05.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.06.15 意見書
2005.06.15 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36,38,41

10

パケット・フリーサービス

通常 2004-119002

16,41

11

森林浴健康教室

通常:
2004-119149
標準

41

12

ミュージックパーティー

通常:
2005-001800
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【36】移動体電話機・電子計算機端末を通じて行われるインターネット上での商品の売買に 【中間記録情報】
［審査］
関する代金の回収代行，その他の商品売買代金の回収代行，クレジットカード・デビット
カードの利用者に代ってする支払代金の清算，クレジットカードの発行者に代ってする支払 2004.12.28 願書
2005.06.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
代金の清算，電子マネーの利用者に代ってする支払代金の清算，クレジットカードの利用
金額に関する情報の提供，通信料金の請求及び代金の回収に関する代行，情報提供料 第4条1項11号)
2005.07.28 意見書
の請求及び代金の回収に関する代行，預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含
2006.07.11 拒絶査定
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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の
募集の受託，外国為替取引，信用状に関する業務，前払式証票の発行，ガス料金又は電
気料金の徴収の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション
取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券
オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場にお
ける有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託
の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場
証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，
有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における
先物取引の受託，割賦購入あっせん，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，
損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率
の算出，建物又は土地の鑑定評価，建物又は土地の情報の提供，慈善のための募金，イ
ンターネットによる商品売買代金の回収の代行
【38】移動体電話による通信，無線呼出し，移動体電話・電子計算機端末による通信ネット
ワークへの接続の提供，無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，移動体電話・
【16】紙製幼児用おしめ，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， 【中間記録情報】
紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
［審査］
【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，動物の調教，植物 2004.12.28 願書
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 2006.03.20 伺い書
2006.03.31 伺い回答書
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
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
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 2006.07.06 拒絶査定
の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の
企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競
艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），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，遊戯用器具の貸与，書画の
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は 【中間記録情報】
［審査］
開催，植物の供覧，動物の供覧，動物の調教，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 2005.01.13 願書
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 2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
上演，音楽の演奏，歌の上演，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオの 項16号)
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・ 2006.02.06 意見書
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，ゴルフの興 2006.07.14 拒絶査定
行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行の企画・運
営又は開催，その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演劇・演芸・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），小型自動車競走の企画・運営又は開催，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，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，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，
翻訳，カメラの貸与，演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏の情報の提供，映画
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37

13

サーフェイス ウォッシュド コン
通常 2005-006516
クリート「古道」

37

14

ＳＵＲＦＡＣＥ ＷＡＳＨＥＤ ＣＯ
ＮＣＲＥＴＥ「古道」

通常 2005-006517

44

15

畳温泉風呂

通常 2005-011818

37

16

多能工

通常:
2005-013203
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，屋根工事，建築工事に
関する助言

【中間記録情報】
［審査］
2005.01.28 願書
2005.09.20 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.09.21 手続補正書
2005.09.21 意見書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 拒絶査定
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼 【中間記録情報】
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工 ［審査］
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，屋根工事，建築工事に 2005.01.28 願書
2005.09.20 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
関する助言
項)
2005.09.21 手続補正書
2005.09.21 意見書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 拒絶査定
【44】温泉施設の提供，温泉浴場の提供，温泉浴場施設の提供に関する情報の提供，健 【中間記録情報】
康管理設備を備えた利用者の健康増進のための温泉利用型入浴施設の提供，日帰り温 ［審査］
2005.01.31 願書
泉施設の提供
2005.02.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.02.25 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.07.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.07.11 手続補正書
2005.08.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.10.07 補正の却下の決定
2006.07.14 拒絶査定
【37】人材派遣及び業務請負による建設工事，人材派遣及び業務請負による建築工事に
関する助言，人材派遣及び業務請負による建築設備の運転・点検・整備，人材派遣及び業
務請負による船舶の建造，人材派遣及び業務請負による船舶の修理又は整備，人材派遣
及び業務請負による航空機の修理又は整備，人材派遣及び業務請負による自転車の修
理，人材派遣及び業務請負による自動車の修理又は整備，人材派遣及び業務請負による
鉄道車両の修理又は整備，人材派遣及び業務請負による二輪自動車の修理又は整備，
人材派遣及び業務請負による映画機械器具の修理又は保守，人材派遣及び業務請負に
よる光学機械器具の修理又は保守，人材派遣及び業務請負による写真機械器具の修理
又は保守，人材派遣及び業務請負による荷役機械器具の修理又は保守，人材派遣及び
業務請負による火災報知機の修理又は保守，人材派遣及び業務請負による事務用機械
器具の修理又は保守，人材派遣及び業務請負による暖冷房装置の修理又は保守，人材
派遣及び業務請負によるバーナーの修理又は保守，人材派遣及び業務請負によるボイ
ラーの修理又は保守，人材派遣及び業務請負によるポンプの修理又は保守，人材派遣及
び業務請負による冷凍機械器具の修理又は保守，人材派遣及び業務請負による電子応
用機械器具の修理又は保守，人材派遣及び業務請負による電気通信機械器具の修理又
は保守，人材派遣及び業務請負による土木機械器具の修理又は保守，人材派遣及び業
務請負による民生用電気機械器具の修理又は保守，人材派遣及び業務請負による照明
用器具の修理又は保守，人材派遣及び業務請負による配電用又は制御用の機械器具の
修理又は保守，人材派遣及び業務請負による発電機の修理又は保守，人材派遣及び業
務請負による電動機の修理又は保守，人材派遣及び業務請負による浄水装置の修理又
は保守，人材派遣及び業務請負による廃棄物圧縮装置の修理又は保守，人材派遣及び
業務請負による理化学機械器具の修理又は保守，人材派遣及び業務請負による測定機
械器具の修理又は保守，人材派遣及び業務請負による医療用機械器具の修理又は保
守，人材派遣及び業務請負による銃砲の修理又は保守，人材派遣及び業務請負による印
刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，人材派遣及び業務請負による化学機械器
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【中間記録情報】
［審査］
2005.02.04 願書
2005.02.25 認定･付加情報
2005.07.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.08 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.07.15 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.07.15 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.08.23 手続補正書
2005.08.23 意見書
2005.10.07 手続補正指令書(中間書類)
2005.10.07 手続補正指令書(中間書類)
2006.03.07 手続補正書(方式)
2006.03.07 手続補正書(方式)
2006.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.09 認定･付加情報
2006.05.09 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

17

18

19

商標（見本）

商標

サービスマネジャー

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.18 願書
2005.09.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.10.12 意見書
2006.07.04 拒絶査定

41

【41】携帯電話・モバイル端末を利用した文字情報・画像情報を内容とする電子出版物の
提供，携帯電話・モバイル端末を利用した映像・音楽の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.02.10 願書
2005.04.08 手続補正指令書(出願)
2005.08.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.05 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.09.12 手続補正書
2005.09.12 意見書
2006.07.14 拒絶査定
2007.10.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

36

【36】有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言，有価証券に係る投資一任契約に基づき
顧客のために行う投資，投資効果の評価，有価証券に関する評価，証券投資信託受益証
券の発行，証券投資信託受益証券の募集・売出し，信託財産の運用指図，証券投資信託
に係る信託財産の収益分配金及び償還金の支払い，株式市況に関する情報の提供，金
融情報の提供，有価証券の売買，有価証券指数等先物取引，有価証券オプション取引及
び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプ
ション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における
有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒
介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券
先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価
証券の募集又は売出しの取扱い
【10】診断用機械器具
【44】医療情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.01 願書
2005.08.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.09.26 意見書
2005.09.26 手続補足書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定
2006.08.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-013579
標準

Ｔｈｅ Ｐｒｅｍｉｕｍ ｍｏｂｉｌｅ＼ザ・
通常 2005-015977
プレミアムモバイル

日本セレクト

ＨＯＭＥ ＴＥＳＴ ＫＩＴＳ＼ホー
ムテストキット

通常:
2005-017427
標準

通常 2005-020130

09,42

21

ケータイサウンドメーカー

通常:
2005-026026
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

【36】生命保険の引受け，生命保険契約の締結の媒介，損害保険の引受け，損害保険契
約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，保険料率の算出

10,44
20

指定商品・役務

36

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.09 願書
2005.03.09 認定･付加情報
2005.10.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.03 拒絶査定

【09】電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ，電子 【中間記録情報】
計算機用プログラム
［審査］
2005.03.25 願書
【42】電子計算機用プログラムの提供
2005.03.25 認定･付加情報
2005.12.28 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))
2006.02.02 手続補正書
2006.02.02 意見書
2006.02.02 認定･付加情報
2006.02.03 手続補足書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.03.02 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

22

ＥＵＲＥＫＡ ＳＥＶＥＮ

分割 2005-029048

16,36

23

遺産信託

通常 2005-030178

16,36

24

遺言信託

通常 2005-030179

07,37

25

ＤＣ

通常 2005-030730

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

指定商品・役務

中間記録

【09】ダウンロード可能な電子出版物（定期的に発行されるものを除く。），電子出版物（定 【中間記録情報】
期的に発行されるものを除く。）
［審査］
【41】電子計算機端末・移動体電話又は電話による通信を用いて行なうキャラクター等の静 2005.04.01 願書
止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供，書籍の制作，映画・演 2005.08.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興 2006.07.03 拒絶査定
行の企画又は運営に関する情報の提供，映画の上映・制作又は配給，映画の上映・制作
又は配給に関する情報の提供，放送番組の制作，映写フィルムの貸与，映写フィルムの貸
与に関する情報の提供，ネガフィルムの貸与，ネガフィルムの貸与に関する情報の提供，
ポジフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与に関する情報の提供，書画の貸与
【16】印刷物，紙類
【中間記録情報】
【36】預金の預入れ（債権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 ［審査］
2005.04.06 願書
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，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替， 2005.04.06 認定･付加情報
2005.04.08 職権訂正履歴(職権訂正)
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・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受託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状 2005.04.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，有価証券の売買・有価証券指
数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・ 条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定
有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・
取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引
及び有価証券オプション取引の委任の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場におけ
る有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有
価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式市場に
【16】印刷物，紙類
【中間記録情報】
【36】預金の預入れ（債権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 ［審査］
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
2005.04.06 願書
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替， 2005.04.06 認定･付加情報
2005.04.08 職権訂正履歴(職権訂正)
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・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受託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状 2005.04.15 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，有価証券の売買・有価証券指
数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・ 条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定
有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・
取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引 2006.11.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
及び有価証券オプション取引の委任の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場におけ
る有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有
価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式市場に
【07】廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，廃棄物処理装置，廃棄物中の再生利用物質分 【中間記録情報】
離・抽出装置，包装用機械器具，空気輸送装置，原動機用排気装置，排ガス処理装置，そ ［審査］
の他の動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。），塵埃等排出用送風機，風水力機械 2005.04.07 願書
器具，集塵装置，化学機械器具，業務用真空掃除機，清掃用塵埃排出装置
2005.04.08 認定･付加情報
【37】廃棄物圧縮装置の修理又は保守，廃棄物破砕装置の修理又は保守，廃棄物処理装 2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
置の修理又は保守，集塵装置の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，空気 条1項11号を除く))
輸送装置の修理又は保守，原動機用排気装置の修理又は保守，排ガス処理装置の修理
2005.12.20 手続補正書
又は保守，清掃用塵埃排出装置の修理又は保守，機械器具設置工事，機械器具設置工
2005.12.20 意見書
事に関する助言，集塵装置及び空気調整設備設置工事，動力機械器具用及び電動機用
2005.12.21 手続補足書
汚染防止装置の修理又は保守，環境衛生設備プラントに関する修理又は保守，風水力機 2005.12.21 認定･付加情報
械器具の修理又は保守，有毒ガス処理装置の修理又は保守，脱臭装置の修理又は保守
2005.12.22 認定･付加情報
2006.01.26 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

26

27

28

29

商標（見本）

商標

ラヂオ

ＤＮＡ物品認証

ＤＮＡ物品認証局

東京ネットスクール

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，浴槽類の修理又は保守，建築
物の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，浴槽又は浴槽がまの清掃

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.07 願書
2005.04.07 認定･付加情報
2005.09.02 代理人選任届
2005.09.02 代理人解任届
2005.09.02 手続補足書
2005.10.04 認定･付加情報
2005.10.04 認定･付加情報
2005.10.11 手続補正指令書(中間書類)
2005.10.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.11.07 手続補正書
2005.11.07 手続補足書
2005.12.05 認定･付加情報
2005.12.05 認定･付加情報
2005.12.05 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

09,16,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，ＩＣチップを組み込んだタグ，商品用電子タグ
【16】荷札，紙類，文房具類，印刷物，バーコードが印刷されたラベル
【42】商品の真贋鑑定・証明，商品の真贋鑑定・証明の代行

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.08 願書
2005.04.19 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定

09,16,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，ＩＣチップを組み込んだタグ，商品用電子タグ
【16】荷札，紙類，文房具類，印刷物，バーコードが印刷されたラベル
【42】商品の真贋鑑定・証明，商品の真贋鑑定・証明の代行

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.08 願書
2005.04.19 認定･付加情報
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定

09,41

【09】電子出版物
【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，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.01 願書
2005.12.02 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))
2006.07.07 拒絶査定

通常:
2005-030793
標準

通常:
2005-031403
標準

通常:
2005-031404
標準

通常 2005-033082

※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

37
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

30

ネットキャバクラ

通常 2005-033095

09,16,35,38,41,42

31

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ―ｉ

通常:
2005-033175
標準

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

指定商品・役務
【09】業務用コイン投入式テレビゲーム機，業務用磁気カード式テレビゲーム機，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・光ディ
スク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＲＯＭカートリッ
ジ・ＤＶＤ等その他の記憶媒体及び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，業務用テレビゲーム機の部品及び付属品，その他の業務用テレビゲーム機，スロット
マシン，家庭用テレビゲームおもちゃ，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶
させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・ＣＤ－
ＲＯＭ・ＲＯＭカートリッジ・ＤＶＤ等その他の記憶媒体及び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，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・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯ
Ｍ・ＲＯＭカートリッジ・ＤＶＤ等その他の記憶媒体及びダウンロード可能な携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ用プログラム，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディス
ク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＲＯＭカートリッジ・
ＤＶＤ等その他の記憶媒体及び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
子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，レコード，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電子出版物，その他の電子出版物
【41】移動体電話・電子計算機端末・携帯型情報端末・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ・家
庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲーム・音楽・映像の提供，オンライン
によるゲームの提供，オンラインによるゲームの提供に関する情報の提供，ゲーム及びそ
の他の娯楽情報の提供，録音済み又は録画済みのビデオディスク・磁気テープ・光ディス
ク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤの貸与又はこれらに関する情報の提供，家庭用
テレビゲームおもちゃ及びその他のおもちゃの貸与，ゲーム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・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶＤの貸
与，ゲーム大会の企画・運営・開催，映画の上映・制作又は配給，放送番組の制作，放送
【09】耳栓，検卵器，保安用ヘルメット，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，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
【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，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，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィル
ム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，
紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキ
ン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロ
ス，紙類，文房具類，書画，写真，写真立て
【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
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【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，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の
企画又は運営，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のも
のを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番
組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行
の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.04.01 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.13 願書
2005.04.14 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.11.04 手続補正書
2005.11.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 意見書
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.04 認定･付加情報
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.21 拒絶査定
2006.08.21 手続補正書
2007.11.30 出願却下処分書(登録)
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
03,06,07,08,09,10,1
1,12,14,16,18,20,21,
22,24,25,26,27,28,3
5

32

資材市場＼ＳＨＩＺＡＩ ＩＣＨＩＢＡ

通常 2005-034206

09,15,41,42

33

カラオケ採点

通常:
2005-034844
標準

43
34

Ｂｏｏｋ Ｃｈａｎｇ Ｄｏｎｇ Ｓｏｏｎ
通常 2005-035260
Ｄｕ Ｂｕ

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

指定商品・役務

中間記録

【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］
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，石けん類，歯磨き，化粧品，香料類， 2005.04.04 願書
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
2005.04.20 職権訂正履歴(職権訂正)
【06】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，金属製建具，金 2005.05.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
属製立て看板，金属製道路標識，金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製の可
搬式家庭用温室，金属製金具，ワイヤロープ，金網，金属製のネームプレート及び標札， 条1項11号を除く))
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 2006.01.10 手続補正書
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，金庫，金属製のバッ 2006.01.10 意見書
クル，アイゼン，金属製彫刻
2006.07.07 拒絶査定
【07】食器洗浄機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキサー，芝刈機，ミシン
【08】ピンセット，電気かみそり及び電気バリカン，かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くる
み割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，手動利器（刀剣を除く。），手動工具（すみ
つぼ類・皮砥・鋼砥・砥石を除く。），チーズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッ
ター（電気式のものを除く。），フォーク，糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふい
ご（手持ち工具に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手
持ち工具に当たるものに限る。），ひげそり用具入れ，まつ毛カール器，マニキュアセット，
ペディキュアセット，パレットナイフ
【09】耳栓，手動計算機，金銭登録機，製図用又は図案用の機械器具，盗難防止用警報
器，保安用ヘルメット，電池，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，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，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，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，水泳用浮き板，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，写真機械器具，測定機械器具
【09】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 【中間記録情報】
［審査］
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
2005.04.19 願書
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
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
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 2005.11.09 手続補正書
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 2005.11.09 意見書
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 2005.11.10 代理人受任届
2005.11.14 認定･付加情報
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 2005.11.14 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
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
2006.09.27 手続補正書(方式)
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，電子計
算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード等の記録媒体その他の
電子応用機械器具及びその部品，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコン
ピュータプログラム，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，家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム，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，コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる音楽，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，コンピュータネットワークを通じて
ダウンロードされる映像，ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電
子出版物，新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディス
【43】レストランにおける飲食物の提供
【中間記録情報】
［審査］
2005.04.20 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.27 期間延長請求書
2006.07.21 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

35

三分法

通常:
2005-035430
標準

35

36

リクルーティング・ソリューショ
ン・サービス＼Ｒｅｃｒｕｉｔｉｎｇ Ｓｏｌ 通常 2005-036132
ｕｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ

35,38,41

37

夏フェス

通常:
2005-036307
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【36】有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及
び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売
買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又
は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の
委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集
又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，金融に関する情報の提供，受益証
券の発行・募集・売出し，投資顧問契約に基づき顧客のために行う投資，収益分配金・償
還金及び一部解約金の支払い，信託財産の運用指図，投資信託の運用報告書の作成
【35】広告，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行
及び管理，トレーディングスタンプの発行，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報
の提供，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，
書類の複製，速記，筆耕，あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの
作成・提供，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，文書又は磁気テープのファイリング，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ーの貸与，一般事務の代行，電子
計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行，経理事務の代行，企業に関する情報
の提供，インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与，自動販売機の貸
与，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.20 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.11 拒絶査定

【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
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【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
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，ビューティーコンテスト・
ファッションショー・ゲーム大会・パーティーの企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は
開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競
走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開
催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映
像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は
教育研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィル
ムの貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸
与，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.22 願書
2005.11.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.14 意見書
2005.12.14 手続補足書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.04.21 願書
2005.04.22 認定･付加情報
2005.11.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.08 手続補正書
2005.12.08 意見書
2006.07.07 拒絶査定
2006.07.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.02 手続補正書
2008.01.17 登録料納付
［登録］
2007.12.19 登録査定書
2008.01.17 設定納付書
2008.02.05 登録証
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
39,43,44

38

楽楽生活リライフ

通常 2005-036682

39

39

お悔やみ便

通常 2005-036743

41

40

ヘルスデザイン

通常 2005-036759

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

指定商品・役務

中間記録

【39】車いす及び電動車いすの貸与，車いすの付属品の貸与，車いす移動時の段差解消 【中間記録情報】
用電動式昇降機の貸与，鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の ［審査］
運転の代行，船舶による輸送，航空機による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨 2005.04.25 願書
2005.04.26 認定･付加情報
物の積卸し，引越の代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，水
先案内，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。） 2005.09.29 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
の代理・媒介又は取次ぎ，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時 号)
預かり，ガスの供給，電気の供給，水の供給，熱の供給，倉庫の提供，駐車場の提供，有 2005.11.07 手続補正書
料道路の提供，係留施設の提供，飛行場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与， 2005.11.07 認定･付加情報
自動車の貸与，船舶の貸与，自転車の貸与，航空機の貸与，機械式駐車装置の貸与，包 2005.11.07 意見書
装用機械器具の貸与，金庫の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，冷 2005.11.09 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶査定
凍機械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の修理又は整備用のものを除
く。）の貸与
2006.09.28 手続補正書(方式)
【43】介護用ベッドの貸与，介護用マットレスその他のマットレスの貸与，介護用ふとんその 2006.09.29 出願人名義変更届(一般承継)
他のふとんの貸与，介護用クッション・座布団の貸与，介護用入浴補助用具の貸与，介護 2006.10.02 手続補足書
用スロープの貸与，身体の不自由な人の介護・養護及びこれらに関するコンサルティング， 2006.10.02 手続補足書
身体の不自由な人の介護・養護に関する指導及び助言，宿泊施設の提供，宿泊施設の提 2006.11.09 手続補正書
供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物の宿泊施設の提供，保育所における乳 2007.01.10 職権訂正履歴(職権訂正)
幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調 2007.09.27 出願却下処分書(登録)
理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸
与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の
貸与，タオルの貸与
【44】身体の不自由な人のリハビリテーション及びこれらに関するコンサルティング，介護用
歩行器の貸与，杖の貸与，床ずれ防止用エアーマットの貸与，床ずれ防止用クッション・座
布団の貸与，介護用体位変換器の貸与，介護用リフトの貸与，介護用痴ほう性老人はい
かい感知・通報機器の貸与，リハビリテーション用機械器具の貸与，身体の不自由な人の
【39】鉄道による輸送（荷物の宅配を含む。），車両による輸送（荷物の宅配を含む。），道路 【中間記録情報】
情報の提供，自動車の運転の代行，船舶による輸送（荷物の宅配を含む。），航空機によ ［審査］
る輸送（荷物の宅配を含む。），貨物のこん包，貨物の輸送（荷物の宅配を含む。）の媒介， 2005.04.25 願書
2005.05.02 認定･付加情報
貨物の積卸し，引越の代行，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介，船舶の引揚げ，
2005.10.18 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
水先案内，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，寄託を受けた物品の倉庫における保管，他人の携帯品の 条1項11号を除く))
2005.11.28 手続補正書
一時預かり，ガスの供給，電気の供給，水の供給，熱の供給，倉庫の提供，駐車場の提
供，有料道路の提供，係留施設の提供，飛行場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の 2005.11.28 意見書
2005.11.29 手続補足書
貸与，自動車の貸与，船舶の貸与，車いすの貸与，自転車の貸与，航空機の貸与，機械
式駐車装置の貸与，包装用機械器具の貸与，金庫の貸与，家庭用冷凍冷蔵庫の貸与，家 2006.01.04 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定
庭用冷凍庫の貸与，郵便，冷凍機械器具の貸与，ガソリンステーション用装置（自動車の
修理又は整備用のものを除く。）の貸与
【41】フィットネスクラブにおけるトレーニング指導，健康増進のためのトレーニング施設の 【中間記録情報】
提供（ヘルスクラブ又はフィットネスクラブ又はアスレティックジム又はスポーツクラブが提供 ［審査］
するもの），フィットネスクラブにおけるトレーニング方法に関する情報の提供，放送番組の 2005.04.25 願書
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
制作のために使用されるものの操作，音響用又は映像用のスタジオの提供，技芸・スポー 2005.10.28 意見書
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 2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.21 拒絶査定
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，植木の展示会の企画・運営及び開催，カラオケ大会の企画・運営及び開
催，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，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演
劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するも
のを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営
又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，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，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメ
ラの貸与，光学機械器具の貸与，電子計算機端末を利用した通信によるゲームの提供，
レコードの貸与，娯楽施設の提供に関する情報の提供，運動施設の提供に関する情報の
提供，映画の上映・演劇の上演・演芸の上演に関する情報の提供，美術品の展示に関す
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

41

42

43

44

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

築地場外市場 通＼つう

ＩＴアーキテクト

37

【37】舗装の斜め切断工事，舗装の湾曲円切断工事，道路占有物周囲の切断工事，マン
ホールの嵩上げ嵩下げ工事，マンホールの設置工事，マンホールの補修工事，マンホー
ルの交換工事

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.18 願書
2005.05.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.05.20 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.20 意見書
2006.02.10 手続補正指令書(中間書類)
2006.02.15 手続補正書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

35

【35】インターネットその他のコンピュータネットワーク・携帯電話・電子メール等による商品
の通信販売に関する情報の提供，インターネットその他のコンピュータネットワーク・携帯電
話・電子メール等による商品の通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行，イ
ンターネットその他のコンピュータネットワーク・携帯電話・電子メール等による広告の代
理，インターネットその他のコンピュータネットワーク・携帯電話・電子メール等による広告に
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，商品の販売促進又は役務の提供促進のための顧客の管理，ポイント
蓄積式カードによる販売促進の企画，インターネットを通じて行う商品の販売又は役務の
提供の促進のための広告に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.17 願書
2005.05.17 認定･付加情報
2005.11.04 拒絶理由通知書(その他+第4条1項11号)
2005.12.14 手続補正書
2005.12.14 意見書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.21 意見書
2006.07.21 拒絶査定

16,41

【16】雑誌
【41】高速インターネット接続サービスに関する商品の販売促進又は広告のための講習会・
セミナー・展示会及び講演会の企画・運営又は開催，その他のセミナーの企画・運営又は
開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.17 願書
2005.11.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2005.12.19 意見書
2005.12.20 手続補正書
2005.12.20 認定･付加情報
2005.12.20 意見書
2006.04.14 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))
2006.07.14 拒絶査定

通常:
2005-039816
標準

通常 2005-042978

通常:
2005-043000
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

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，市場調査，商品の販売に関する情報の提供
【中間記録情報】
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，図書及び記録の供覧，運動施設の提供，娯楽施設 ［審査］
2005.04.13 願書
の提供
2005.05.11 認定･付加情報
2005.09.30 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.11.08 手続補正書
2005.11.08 意見書
2006.01.13 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.13 手続補正指令書(中間書類)
2006.02.06 認定･付加情報
2006.02.06 認定･付加情報
2006.02.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.21 拒絶査定

健康マイレージ＼Ｈｅａｌｔｈ Ｍｉｌｅ
通常 2005-037137
ａｇｅ

シームレス工法

指定商品・役務

35,41
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
42

45

お問い合わせマネージャー

通常:
2005-043474
標準

41

46

仙台インターナショナルスクー
ル＼ＳＥＮＤＡＩ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯ 通常 2005-044566
ＮＡＬ ＳＣＨＯＯＬ

16,36,41,42,44,45

47

ＤＩＶＥＲＳ ＡＬＥＲＴ ＮＥＴＷＯＲ 優先:
2005-044629
Ｋ
標準

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

指定商品・役務
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機を用いて行う情報処理，
コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸，インターネットにおけるホームページ
の設計・作成又は保守，インターネットにおけるウェブサイトの設計・作成又は保守，電子
計算機端末による通信におけるサーバの貸与，インターネットにおける検索エンジンの提
供，気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，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な専門的な知
識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・
化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に
関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・
畜産又は水産に関する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の
利用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する手続の代理，計測器の貸与，電子
計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，ソフトウェアの貸与，理化学機械器具の
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
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
【16】潜水救援用手引書，潜水に関するニューズレター，その他の印刷物，ステッカー，ポ
スター，その他の文房具類，図案等を印刷してなる熱転写シール，転写紙
【36】ダイバー用医療保険の引受け及びこれに関する情報の提供，ダイバー用傷害保険の
引受け及びこれに関する情報の提供，ダイバー用生命保険の引受け及びこれに関する情
報の提供，ダイバー用損害保険の引受け及びこれに関する情報の提供
【41】潜水に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供
【42】重要な潜水に関する医療の研究及びこれに関する情報の提供
【44】潜水に関する医療情報の提供，負傷したスキューバダイバー用の緊急電話回線を２４
時間体制で稼働させることによる負傷したスキューバダイバーの応急処置・治療に関する
医療情報の提供
【45】緊急時の連絡・通報の代行・媒介又は取次ぎ，緊急事態の医療救助活動の支援及び
これに関する情報の提供
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.18 願書
2005.05.19 認定･付加情報
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.08 意見書
2006.02.08 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 願書
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.12 出願取下書
2006.01.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.04 手続却下の処分(補正指令)
2006.07.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 願書
2005.06.28 優先権証明書提出書
2005.08.11 認定･付加情報
2005.08.25 手続補正書
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.16 手続補正書
2006.05.16 意見書
2006.05.16 手続補足書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

48

49

50

51

商標（見本）

商標

ＢＥＳＴ ＰＬＡＮ

ｅコーチング

種別 出願番号

区分

41

【41】専門的な知識や経験をもつコーチが、オンラインのＴＶ電話システムを使って管理職や
幹部候補社員などの個人が強化したい能力を特定し、期間を区切って行動を習慣化させる
プログラムを話し合い、このプログラムに基づいた個人の能力強化のための指導・助言，
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

42,44

【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，タンパク質・ペプチド・核酸・糖鎖・脂 【中間記録情報】
質などの生体分子を検出する試験又は研究，医療検査技術に関する試験又は研究，医療 ［審査］
技術に関する試験・検査又は研究
2005.05.25 願書
【44】健康診断，医療情報の提供，医療情報の提供のための診断技術，医療診断のため
2005.12.02 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))
の人間のタンパク質・ペプチド・核酸・糖鎖・脂質などの生体分子を検出する技術
2006.01.12 手続補正書
2006.04.14 補正の却下の決定
2006.07.03 拒絶査定

35

【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホ 【中間記録情報】
［審査］
テルの事業の管理
2005.05.26 願書
2005.05.27 認定･付加情報
2005.11.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.12.22 意見書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.02.03 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.28 拒絶査定

通常 2005-044752

通常:
2005-045198
標準

通常 2005-046347

※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

【37】汚水浄化装置の修理又は保守，廃水処理装置の修理又は保守，し尿処理槽の清掃 【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 願書
2005.05.23 認定･付加情報
2005.06.01 手続補正書
2005.06.29 認定･付加情報
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.15 意見書
2006.02.15 手続補足書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定
2006.08.21 手続補正書
2006.11.01 手続補正書
2006.11.06 手続補正書
2006.11.06 手続補正書
2006.11.08 手続補足書
2006.11.08 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.11.02 登録料納付
［登録］
2007.10.03 登録査定書
2007.11.02 設定納付書
2007.11.27 登録証

Ｍａｓｓ Ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ＼マス
通常 2005-045857
イムノアッセイ＼ＭＩＡ

ＷＯＭマーケティング＼ＷＯＭ
プロモーション

指定商品・役務

37
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【中間記録情報】
［審査］
2005.05.23 願書
2005.12.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.21 意見書
2005.12.21 手続補足書
2006.01.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.01.26 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定
2006.08.16 手続補足書
2006.09.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.10.30 登録料納付
［登録］
2007.10.22 登録査定書
2007.10.30 設定納付書
2007.11.20 登録証
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

52

53

54

55

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【40】別紙明細説明書による、

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.04 願書
2005.06.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.06.10 認定･付加情報
2005.06.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.24 願書
2005.06.24 手続補正指令書(出願)
2005.09.30 通知書(却下処分前通知)
2006.02.01 手続補正書(方式)
2006.04.07 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

35

【35】結婚に伴う契約書の締結・契約の仲介代理

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.24 願書
2005.06.24 手続補正指令書(出願)
2005.07.08 手続補正書(方式)
2005.08.16 認定･付加情報
2006.02.03 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))
2006.02.23 手続補正書
2006.02.23 意見書
2006.06.02 補正の却下の決定
2006.07.28 拒絶査定

09,16,29,30,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.18 拒絶査定

夢利▲権▼の＼組合せ移動楷
段＼穴付箸＼ウオターハンマー
通常 2005-048361
防止パイプ＼ラブライン整品＼
べっ甲色整品及び塗料

ＢＵＺＥＮ＼Ｕｄｏｎ＋ｄｉｎｉｎｇ ｂａ
通常 2005-049982
ｒ

結婚契約

通常:
2005-050416
標準

ラテラルマーケティング＼ＬＡＴＥ
通常 2005-052835
ＲＡＬ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ

※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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56

57

商標（見本）

商標

筑波レンタルラボ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.13 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.24 意見書
2006.07.21 拒絶査定
2006.08.22 手続補正書
2006.08.22 手続補足書
2006.09.27 手続補正書
2006.09.27 手続補足書
2007.01.12 手続補正書
2007.04.12 出願取下書

29,30,32,33,41,43

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干
しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），かつお節，寒天，削り節，食用魚粉，とろろ昆
布，干しのり，干しひじき，干しわかめ，焼きのり，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆
腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けの
り，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，はちみつ・粉末あめ・
水あめその他の調味料，香辛料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，
穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉
まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，冷凍調理済
みパスタ，お好み焼き，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子の
もと，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン
【32】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
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，電子計
算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供，ボウリング場・
その他の運動施設の提供，録音済みコンパクトディスク・録音済み光磁気ディスク・録音済
み磁気テープ・その他のレコードの貸与，録画済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスクの
貸与，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク・その他の記憶媒
体の貸与，その他のおもちゃの貸与，電子計算機端末による通信を用いて行う家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用のゲームの提供，遊園地用機械器具の貸与，スロットマシンの貸与，
遊戯用器具の貸与，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，インターネットによる映画の提供，演芸の上演，演劇の演出又は上演，
【35】広告，商品の販売促進のための展示会の企画・運営及び開催，商品の販売に関する
事務処理の代理又は代行，商品の販売に関する情報の提供
【41】化粧方法及び化粧品に関する知識の教授
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究並びにこれらに関する指導・助言・情
報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.16 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

通常:
2005-052837
標準

デザートテーマカフェ＼ＤＥＳＳＥ
通常 2005-054481
ＲＴ ＴＨＥＭＥ ＣＡＦＥ

ＣＡＲＢ－ＢＬＯＣＫＥＲ

通常 2005-057490

※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

【36】建物の貸与

35,41,42

58

指定商品・役務

36
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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.24 願書
2005.06.24 認定･付加情報
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.25 手続補正書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 意見書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.26 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定
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59

60

61

62

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

03,44

【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］
2005.06.24 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ 2005.06.27 認定･付加情報
毛
2005.10.20 刊行物等提出書
2005.11.25 認定･付加情報
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
2005.11.28 刊行物等提出による通知書
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
2005.11.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農 2006.02.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は 項16号)
2006.03.13 意見書
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与
2006.03.13 認定･付加情報
2006.07.06 拒絶査定

41

【41】技芸の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.24 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.29 手続補正書
2006.03.29 意見書
2006.07.07 拒絶査定

09,36

【09】主として債権から債務を差し引いた差額を決済するための電気通信機械器具，主とし
て債権から債務を差し引いた差額を決済するための電子応用機械器具及びその部品，家
庭用テレビゲームおもちゃ，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，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，電子出版物，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
【36】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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，クレジットカード利用者に代ってする支払代金の清算，
金融に関する情報の提供，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，そ
の他の集金の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オ
プション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場におけ
る有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の
媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証
券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有
価証券の募集又は売出しの取扱い，有価証券に係る投資顧問契約に基づき口頭・文章及
びその他の方法により行う助言及び投資一任契約に基づき顧客のために行う投資，株式
市況に関する情報の提供，リゾート会員権の販売，商品市場における先物取引の受託，確
定拠出型年金に関する情報の提供，確定拠出型年金に関する運営管理業務の受託，生
命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険
に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借の代

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.28 願書
2006.01.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.27 手続補正書
2006.02.27 意見書
2006.02.28 手続補足書
2006.03.29 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶査定
2006.10.11 手続補正書(方式)
2006.10.11 手続補正書(方式)
2006.10.11 手続補足書
2006.12.08 手続補正書(方式)
2007.09.04 登録料納付
2007.10.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.07 登録査定書
2007.09.04 設定納付書
2007.10.02 登録証

通常:
2005-057708
標準

特許庁データに記載されていま
通常 2005-057747
せん

ＳｍａｒｔＮｅｔｔｉｎｇ＼スマートネッ
ティング

通常 2005-058670

※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

【35】広告，商品の販売促進のための展示会の企画・運営及び開催，商品の販売に関する 【中間記録情報】
事務処理の代理又は代行，商品の販売に関する情報の提供
［審査］
【41】化粧方法及び化粧品に関する知識の教授
2005.06.24 願書
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究並びにこれらに関する指導・助言・情 2005.06.24 認定･付加情報
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
報の提供
条1項11号を除く))
2006.05.25 手続補正書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.25 意見書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

カーブブロッカー＼ＣａｒｂＢｌｏｃｋ
通常 2005-057491
ｅｒ

死海の塩エステ

指定商品・役務

35,41,42
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63

64

商標（見本）

商標

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

42

区分

【42】携帯メールを使用した飲食店業務サポート，気象情報の提供，建築物の設計，測量，
地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により
構成される設備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保
守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門
的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医
薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の
防止に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，
農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，著
作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する手続の代理，計測器の貸
与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学機械器具の貸与，製図
用具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.28 願書
2006.01.11 拒絶理由通知書(第3条柱書+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.02.13 手続補正書
2006.02.13 意見書
2006.02.13 手続補足書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.03.29 手続補正指示書(審査官)
2006.07.05 拒絶査定

40

【40】金属の加工，セラミックの加工，金属加工機械器具の貸与，材料を特定しない総合的 【中間記録情報】
［審査］
な材料処理情報の提供
2005.06.29 願書
2005.07.04 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

携帯繁盛＼ケイタイハンジョウ 通常 2005-058860

ｅＬＡＳＥＲ

通常 2005-058956

【中間記録情報】
16,35,36,37,38,39,4 【16】定期刊行物
【35】広告，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行 ［審査］
0,41,42,43,44,45

65

タウンマガジン

通常:
2005-059117
標準

11,44

66

岩盤釜

及び管理，商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理，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，事業の管理，企業の人事・労務管
理及び求人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行，商
品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，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，書類の複製，速記，筆耕，あて名書き
及び書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，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，文書又は磁気テープのファイリン
グ，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ーの貸与，一般事務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信
の事務処理代行，経理事務の代行，企業に関する情報の提供，インターネットのホーム
ページにおける広告用スペースの貸与，求人情報の提供，職業の適性に関する助言，職
業（職種・職務）適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言，自動販売機の貸与，
コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集
【36】金融に関する情報の提供，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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の
受託，外国為替取引，信用状に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス
料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券の売買，有価証券指数等先物取引，有価証
券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取
引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証
【11】浴槽がま
【44】入浴施設の提供

通常:
2005-059756
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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2005.06.29 願書
2005.06.29 認定･付加情報
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.30 願書
2005.06.30 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定
2006.08.10 手続補正書
2007.09.06 登録料納付
［登録］
2007.08.07 登録査定書
2007.09.06 設定納付書
2007.10.02 登録証
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

67

68

69

商標（見本）

商標

カフェ弁温ＢＯＸ

カフェ弁

種別 出願番号

区分

29,30,43

【29】カフェテリア方式で提供される肉製品を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供され 【中間記録情報】
［審査］
る魚介類を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される海藻類を主材とする惣菜，カ
2005.07.08 願書
フェテリア方式で提供される野菜を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される豆を主
材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される豆腐を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
供される卵を主材とする惣菜
項16号)
2006.03.22 意見書
【30】カフェテリア方式で提供されるべんとう，カフェテリア方式で提供される穀物の加工品
を主材とする惣菜
2006.04.21 上申書
2006.05.02 手続補正書
【43】カフェテリア方式の給食の提供，カフェテリア方式の弁当料理の提供
2006.05.02 手続補足書
2006.05.02 上申書
2006.05.11 上申書
2006.05.11 手続補足書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.09 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定
2006.10.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

29,30,43

【29】カフェテリア方式で提供される肉製品を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供され 【中間記録情報】
［審査］
る魚介類を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される海藻類を主材とする惣菜，カ
2005.07.08 願書
フェテリア方式で提供される野菜を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される豆を主
材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される豆腐を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
供される卵を主材とする惣菜
2006.03.22 意見書
2006.04.21 上申書
【30】カフェテリア方式で提供されるべんとう，カフェテリア方式で提供される穀物の加工品
を主材とする惣菜
2006.05.02 手続補正書
2006.05.02 手続補足書
【43】カフェテリア方式の給食の提供，カフェテリア方式の弁当料理の提供
2006.05.02 上申書
2006.05.11 上申書
2006.05.11 手続補足書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.09 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

通常 2005-063033

※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

【29】カフェテリア方式で提供される肉製品を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供され 【中間記録情報】
［審査］
る魚介類を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される海藻類を主材とする惣菜，カ
2005.07.08 願書
フェテリア方式で提供される野菜を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される豆を主
材とする惣菜，カフェテリア方式で提供される豆腐を主材とする惣菜，カフェテリア方式で提 2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
供される卵を主材とする惣菜
2006.03.22 意見書
2006.04.21 上申書
【30】カフェテリア方式で提供されるべんとう，カフェテリア方式で提供される穀物の加工品
を主材とする惣菜
2006.05.02 手続補正書
2006.05.02 手続補足書
【43】カフェテリア方式の給食の提供，カフェテリア方式の弁当料理の提供
2006.05.02 上申書
2006.05.11 上申書
2006.05.11 手続補足書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.06.09 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定

通常 2005-063032

カフェテリア弁当＼カフェテリア
通常 2005-063034
弁当温ＢＯＸ

指定商品・役務

29,30,43
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

70

エーエスアセットマネジメント＼
ＡＳ ＡＳＳＥＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮ 通常 2005-063163
Ｔ

35,41

71

ブライダル マジック

通常 2005-063684

07,09,12,37

72

ＰＬ－Ｊａｐａｎ

通常:
2005-063809
標準

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

指定商品・役務
【36】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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の
売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ
又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引
の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募
集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受
託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害
保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借
の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地
の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地
の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝
玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，紙幣・硬
【35】広告，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，ホテル事業の管理，職業のあっせん，書類の複製，建築物における来訪者の受付及
び案内，広告用具の貸与，求人情報の提供，財務書類の作成
【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，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画
又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演
奏，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告
用のものを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって
放送番組の制作のために使用されるものの操作，興行の企画・運営又は開催（映画・演
芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関
するものを除く。），音響用又は映像用のスタジオの提供，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，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
【07】土木機械器具，荷役機械器具
【09】遠隔管理による盗難防止装置，その他の盗難警報機，無線通信ネットワークを利用し
て土木機械器具・荷役機械器具・自動車の稼働を遠隔管理するコンピュータ管理装置，電
子応用機械器具及びその部品
【12】自動車並びにその部品及び付属品
【37】建設工事，建築工事に関する助言，電子応用機械器具の修理又は保守，土木機械
器具の修理又は保守，遠隔管理による土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提
供，その他の土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提供，自動車の修理又は整
備
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.08 願書
2005.07.11 認定･付加情報
2006.01.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.17 上申書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
2006.08.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.11.24 手続補正書
2006.11.27 手続補足書

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.07.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.02.07 手続補正書
2006.03.15 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.11 願書
2005.07.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.07.29 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.01 意見書
2006.07.18 拒絶査定
2006.08.18 手続補正書
2006.08.18 手続補正書
2007.08.31 登録料納付
2007.10.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.06 登録査定書
2007.08.31 設定納付書
2007.10.02 登録証
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No.

73

74

75

76

商標（見本）

商標

ＰＬ－ＪＰＮ

Ａｃｃｅｓｓ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ

ＥＣＯウォール

Ｍ＆Ａマーケット

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【07】土木機械器具，荷役機械器具
【中間記録情報】
【09】遠隔管理による盗難防止装置，その他の盗難警報機，無線通信ネットワークを利用し ［審査］
て土木機械器具・荷役機械器具・自動車の稼働を遠隔管理するコンピュータ管理装置，電 2005.07.11 願書
子応用機械器具及びその部品
2005.07.20 職権訂正履歴(職権訂正)
【12】自動車並びにその部品及び付属品
2005.07.29 職権訂正通知書(職権訂正)
【37】建設工事，建築工事に関する助言，電子応用機械器具の修理又は保守，土木機械
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
器具の修理又は保守，遠隔管理による土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提 条1項11号を除く))
2006.03.01 意見書
供，その他の土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提供，自動車の修理又は整
2006.07.18 拒絶査定
備
2006.08.18 手続補正書
2006.08.18 手続補正書
2007.08.31 登録料納付
2007.10.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.08.06 登録査定書
2007.08.31 設定納付書
2007.10.02 登録証

35

【35】商品販売実績の情報の提供，顧客情報の提供，各種商品の売買契約の媒介又は取 【中間記録情報】
次ぎ，販売促進のための顧客の管理，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商 ［審査］
品の販売に関する情報の提供，カタログ・電子メール・ビデオテープ・オーディオテープその 2005.07.12 願書
2006.03.24 出願人名義変更届
他の広告物の配布・広告
2006.03.24 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))
2006.03.24 手続補足書
2006.03.24 手続補足書
2006.04.20 認定･付加情報
2006.04.24 認定･付加情報
2006.06.23 意見書
2006.06.23 手続補足書
2006.06.23 手続補足書
2006.06.26 手続補正書
2006.07.07 拒絶査定
2006.07.24 認定･付加情報

37

【37】建設工事

35,36

【35】企業の買収・合併及び提携の斡旋，企業合弁・企業買収に関する相談及び助言，経
営の診断及び指導，市場調査，企業の雇用・人事管理・労務管理・福利厚生・能力開発・
組織に関する相談・助言又は指導，経営の診断及び指導に関する情報の提供，企業の評
価・分析，営業実績の分析・評価を内容とする事業に関する助言及び企業経営の助言，会
社の設立に関する調査・分析・指導，株式の公開計画立案・指導・株式評価算定，企業経
営並びに企業化又は新規事業に関する調査・分析・診断・指導・計画・情報の提供，経済
情勢・景気動向・企業状況の分析と情報の提供，経済予測及び分析
【36】有価証券の売買，有価証券指数等先物取引，有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及
び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売
買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又
は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の
委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集
又は売出しの取扱い，投資ファンドの引受け，株式市況に関する情報の提供，証券投資に
関するコンサルティング，証券投資に関する調査・分析，投資顧間契約に基づく助言及び
投資一任契約に基づく投資，投資信託に係る信託財産の運用指図，投資用ポートフォリオ

通常:
2005-063810
標準

通常:
2005-064111
標準

通常:
2005-065087
標準

通常:
2005-065120
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

07,09,12,37
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.14 願書
2005.07.14 認定･付加情報
2006.01.16 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.22 意見書
2006.02.22 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.14 願書
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.18 拒絶査定
2008.02.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

77

キャリアパス

通常:
2005-065532
標準

09,16,42

78

重合図

指定商品・役務
【35】人材派遣による企業がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の
整備に関する調査・企画又は立案，人材派遣による電子計算機・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，人材派遣による速記，人材派遣による秘書，人材
派遣による文書・磁気テープ等のファイリングに係わる分類の作成又はファイリング，人材
派遣による新商品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等
に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析，人材派遣による貸借対照表・損
益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理，人材派遣による外国貿易そ
の他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係わる契約書・貨物
引換証・船荷証券若しくはこれに準ずる国内取引に関する文書の作成，人材派遣による建
【09】電子出版物
【16】地図，書籍，その他の印刷物
【42】地図及び図面の作成，測量，地質の調査，地図情報の提供

通常:
2005-066808
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.15 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.20 願書
2005.07.29 手続補正書(方式)
2005.08.26 認定･付加情報
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.18 拒絶査定

07,08,09,11,12,15,2 【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 【中間記録情報】
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木 ［審査］
0,28,35,37,41,42

79

ＷＩＮｃｏｍ

通常 2005-067933

※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。

工用又は合板用の機械器具，パイプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印紙用又は 2005.07.11 願書
2005.07.28 職権訂正履歴(職権訂正)
製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機械，
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 2005.08.05 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
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 号)
2006.07.07 拒絶査定
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
2006.07.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
機，電気ミキサー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，消毒・殺虫・防臭用用のものを除
く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電気式カーテン引き装置，廃棄物
圧縮装置，廃棄物破砕装置，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，電気ブラシ
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，レーキ（手持ち工具に
当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気かみそり及
び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式のものを除く。），かつお
節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器（貴金属製のものを除く。），スプーン，チーズス
ライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，アイロン
（電気式のものを除く。），糸通し器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち工具
に当たるものに限る。），火消しつぼ，火ばし，護身棒，殺虫剤用噴霧器（手持ち工具に当
たるものに限る。），ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュア
セット，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル，パレットナイフ
【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，硬貨の計数用又は特別用の機械，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
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37,39,43

80

オールＯＫ

通常:
2005-068343
標準

42

81

ＨＹＰＥＲ ＭＥＤＩＡ＼Ｈｙｐｅｒ Ｍ
ｅｄｉａ＼ｈｙｐｅｒ ｍｅｄｉａ＼ハイ
通常 2005-070772
パーメディア

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

指定商品・役務

中間記録

【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶 【中間記録情報】
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道 ［審査］
2005.07.25 願書
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は 2005.07.25 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保 条1項11号を除く))
2006.07.14 拒絶査定
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は
保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発
電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定
機械器具の修理又は保守，医療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印
刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器
製造機械の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理
又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修
理又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保
守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又
は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理
又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械
器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プ
ラスチック加工機械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修
理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機
械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の
修理又は保守，業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又
は保守，乗物用洗浄機の修理又は保守，自動販売機の修理又は保守，動力付床洗浄機
の修理又は保守，遊園地用機械器具の修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器
【42】電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守，電子計算機（中央処理装置及び電 【中間記録情報】
子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒 ［審査］
2005.07.19 願書
体を含む。）の設計に関する情報の提供，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体を含む。）
の設計及び設計に関する助言，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計 条1項11号を除く))
2006.02.28 手続補正書
算機を用いて行う情報処理，電子計算機システムに関するコンサルティング，電子計算機
2006.04.28 補正の却下の決定
システムの遠隔監視，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提
2006.07.07 拒絶査定
供，通信ネットワークシステムの設計・企画，通信ネットワークシステムに関するコンサル
ティング，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回
路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体を含む。）及び電子計算機用プログラムの
環境設定及びその機能の拡張・追加，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に
関する助言，電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言，インターネットにお
けるホームページの作成，電子計算機端末による電子計算機用プログラムの提供，電子
計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知
識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計
算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・
磁気テープその他の記憶媒体を含む。）及び電子計算機用プログラムに関する試験又は
研究，電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究，半導体に関する試験
又は研究，半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究，著作権の利用
に関する契約の代理又は媒介，半導体回路配置利用権の利用に関する契約の代理又は
媒介，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁
気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体を含む。）の貸与，電子計算機（中央処理装置及
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No.

82

83

84

85

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

35

【35】薬剤・医療機械器具の販売促進のための展示会の企画・運営又は開催，薬剤・医療 【中間記録情報】
［審査］
機械器具を主とする販売促進のための商品見本市の企画・運営又は開催
2005.08.01 願書
2005.08.02 手続補正書
2005.08.04 手続補正書
2005.09.01 認定･付加情報
2005.09.01 認定･付加情報
2005.09.01 認定･付加情報
2006.03.03 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))
2006.04.11 上申書
2006.04.11 認定･付加情報
2006.04.18 手続補正書
2006.04.18 意見書
2006.04.18 認定･付加情報
2006.04.19 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.01 願書
2005.08.01 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.29 意見書
2006.03.30 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定
2006.10.23 手続補正書(方式)
2006.11.16 手続補正書

36

【36】建物又は土地の情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.19 願書
2005.08.09 認定･付加情報
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.10 意見書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

展示デモ フロンティア・テクノロ 団体:
2005-071165
ジー
標準

週刊不動産情報

通常:
2005-071167
標準

通常 2005-071355

※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

【41】学会・セミナー・シンポジウム・会議・会合・講演会・講習会・研修会・討論会の企画・運 【中間記録情報】
［審査］
営又は開催及びこれに関する情報の提供
2005.08.01 願書
2005.08.02 手続補足書
2005.08.30 認定･付加情報
2005.08.30 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)
2006.04.11 上申書
2006.04.13 認定･付加情報
2006.04.18 手続補正書
2006.04.18 意見書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.04.19 認定･付加情報
2006.05.12 認定情報通知書
2006.07.07 拒絶査定

展示デモ フロンティア・テクノロ 団体:
2005-071164
ジー
標準

虎の門

指定商品・役務

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

【36】預金の受入れ（債権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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券及び外国市場証
券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価
証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国
有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・
取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの
取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受託，生命保険契
約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害
の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒
介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，
土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理
又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評価，中
古自動車の評価，企業の信用に関する調査，税務相談に関する情報の提供，税務代理に
【37】インターネットによる公共工事の入札に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2005.08.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.05 認定･付加情報
2005.08.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.02.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.20 手続補正書
2006.03.20 意見書
2006.03.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.23 認定･付加情報
2006.03.23 認定･付加情報
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.31 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務
用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，タオルの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.11 拒絶査定

41

【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.06 意見書
2006.07.04 拒絶査定

36

86

いい部屋エランデ

通常:
2005-071419
標準

37
87

88

89

入札∞Ｎｙｕｓａｔｓｕ－ｎｅｔ＼ネッ
通常 2005-072546
ト

§海南鶏飯＼ハイナンジーファ
通常 2005-072669
ン

ウエルネスブラッシング

通常:
2005-073363
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］
2005.08.04 願書
2005.08.17 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.04.10 意見書
2006.07.28 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41

90

アドバゲーム

通常:
2005-073402
標準

09,35,42

91

音ログ＼ＯＴＯ ＬＯＧ∞音ログ 通常 2005-073485

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

指定商品・役務

中間記録

【35】広告，経営の診断及び指導，企業経営に関するコンサルティング，その他経営に関す
るコンサルティング，企業経営に関する情報の提供，企業の経営に関する調査・分析，企
業を取り巻く環境の分析（リスク分析）及びそのコンサルティング，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，市場調査，市場調
査の結果の分析，事業開発・事業戦略に関する助言，市場及び販売戦略に関する助言，
電子計算機端末による通信を用いた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，経済情報の提供，企業情報の提供，経済予測，経済・経営に関
する情報の提供，経済動向に関する調査・分析，トレーディングスタンプの発行，ホテルの
事業の管理，福祉施設の事業の運営・管理，福祉施設の事業の運営・管理に関する情報
の提供，リハビリテーション施設の事業の運営・管理，リハビリテーション施設の事業の運
営・管理に関する情報の提供，アスレチッククラブ事業の運営・管理，アスレチッククラブ事
業の運営・管理に関する情報の提供，介護人のあっせん，職業のあっせん，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，書類の複製，速記，筆耕，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，文書又は磁気テー
プのファイリング，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，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，電子計算機端末による商品の受注・発注事務の代行，インターネットによる通信販売
の取次ぎ，一般事務処理の代行，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の売買契約の媒介，求人情報の提供，自動販売機の貸与，財務書類の作成・
監査・証明に関する情報の提供，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引
付特典カードの発行，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カー
ドの発行の仲介，ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の
【09】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，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，保安用ヘルメット，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，写真機械器具，映画
機械器具，光学機械器具，電池，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，消防車，自動車用シガーライター，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
【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，ホテル事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，輸
出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，
タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.05 願書
2005.08.09 認定･付加情報
2006.02.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.13 意見書
2006.03.14 認定･付加情報
2006.03.16 手続補正書
2006.03.17 認定･付加情報
2006.04.27 手続補足書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2005.12.21 刊行物等提出書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.02.03 刊行物等提出による通知書
2006.02.09 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.07 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

92

トラフィックアナライザー＼Ｔｒａｆｉ
通常 2005-074423
ｃ Ａｎａｌｙｚｅｒ

37,42

93

ユビキタスハウス

通常:
2005-074563
標準

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

指定商品・役務
【09】商店・マーケットなどの顧客流入データを分析するためのコンピュータ用プログラム，
その他のコンピュータ用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，電気通信
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，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，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，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，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，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，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
【42】インターネットその他のコンピュータネットワークを用いた電子計算機のプログラムの
設計・作成又は保守，その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算
機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，気象情報の提供，建築物の設計，測量，地
質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構
成される設備の設計，デザインの考案，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確
な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操
【37】建築・土木工事に関する助言，建築および土木分野における構造物の解体工事，建
築の内装仕上工事，建築一式工事，建築一式工事・大工工事及び内装仕上工事に関する
見積及び仲介，建築一式工事および土木一式工事の請負，建築一式工事に関する監理，
建築一式工事に関する技術情報の提供，建築一式工事に関する助言，建築一式工事に
関する情報の提供，建築一式工事に伴う配線工事，建築一式工事の斡旋・媒介・取次ぎ，
建築一式工事の監理，建築一式工事の指導，建築一式工事の施工監理，建築一式工事
の取次ぎ，建築一式工事の取次及びこれに関する情報の提供，建築一式工事の助言，建
築一式工事の仲介又は取次ぎ，建築一式工事の媒介・取次ぎ，建築一式工事の媒介及び
取次ぎ，建築一式工事の媒介又は取次ぎ，建築一式工事及びその監理，建築一式工事及
び耐震建築工事，建築一式工事及び土木一式工事に関する施工監理，建築一式工事及
び土木一式工事に関する助言，建築一式工事及び土木一式工事の監理，建築一式工事
並びにこれに関する助言及び情報の提供，建築一式工事又は宅地造成工事に関する指
導及び助言，建築外構工事，建築金物工事，建築工事，建築工事・水道施設工事及び機
械器具設置工事に関する助言，建築工事・土木工事・造園工事の監理又は助言，建築工
事・土木工事に関する助言，建築工事・土木工事に関する情報の提供，建築工事に関する
監理，建築工事に関する監理又は助言，建築工事に関する見積，建築工事に関する指導
及び助言，建築工事に関する施工の監理，建築工事に関する助言，建築工事に関する助
言・監督，建築工事に関する助言・指導，建築工事に関する助言及び技術指導，建築工事
に関する助言又はコンサルティング，建築工事に関する助言又は指導，建築工事に関する
情報の提供及び助言，建築工事に係る助言に関する情報の提供，建築工事に対する助
言，建築工事の監理，建築工事の監理・指導，建築工事の監理又は助言，建築工事の施
工監理，建築工事の施工又は土木工事の施工に関する助言，建築工事の取次ぎ，建築工
事一式，建築工事監理，建築工事及び土木工事に関するコンサルティング又は助言，建築
工事及び土木工事に関する技術情報の提供，建築工事及び土木工事に関する指導又は
助言，建築工事及び土木工事に関する助言又はコンサルティング，建築工事及び補修工
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.09 願書
2005.08.19 手続補正書
2006.02.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.27 意見書
2006.07.24 拒絶査定
2006.11.01 手続補正書
2006.11.01 手続補足書

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37,42

94

ユビキタスハウジング

通常:
2005-074564
標準

16,29,35
95

ジンギスカンコロッケ

通常 2005-075125

09,41

96

デジタルシングル

通常 2005-075986

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

指定商品・役務

中間記録

【37】建築・土木工事に関する助言，建築および土木分野における構造物の解体工事，建
築の内装仕上工事，建築一式工事，建築一式工事・大工工事及び内装仕上工事に関する
見積及び仲介，建築一式工事および土木一式工事の請負，建築一式工事に関する監理，
建築一式工事に関する技術情報の提供，建築一式工事に関する助言，建築一式工事に
関する情報の提供，建築一式工事に伴う配線工事，建築一式工事の斡旋・媒介・取次ぎ，
建築一式工事の監理，建築一式工事の指導，建築一式工事の施工監理，建築一式工事
の取次ぎ，建築一式工事の取次及びこれに関する情報の提供，建築一式工事の助言，建
築一式工事の仲介又は取次ぎ，建築一式工事の媒介・取次ぎ，建築一式工事の媒介及び
取次ぎ，建築一式工事の媒介又は取次ぎ，建築一式工事及びその監理，建築一式工事及
び耐震建築工事，建築一式工事及び土木一式工事に関する施工監理，建築一式工事及
び土木一式工事に関する助言，建築一式工事及び土木一式工事の監理，建築一式工事
並びにこれに関する助言及び情報の提供，建築一式工事又は宅地造成工事に関する指
導及び助言，建築外構工事，建築金物工事，建築工事，建築工事・水道施設工事及び機
械器具設置工事に関する助言，建築工事・土木工事・造園工事の監理又は助言，建築工
事・土木工事に関する助言，建築工事・土木工事に関する情報の提供，建築工事に関する
監理，建築工事に関する監理又は助言，建築工事に関する見積，建築工事に関する指導
及び助言，建築工事に関する施工の監理，建築工事に関する助言，建築工事に関する助
言・監督，建築工事に関する助言・指導，建築工事に関する助言及び技術指導，建築工事
に関する助言又はコンサルティング，建築工事に関する助言又は指導，建築工事に関する
情報の提供及び助言，建築工事に係る助言に関する情報の提供，建築工事に対する助
言，建築工事の監理，建築工事の監理・指導，建築工事の監理又は助言，建築工事の施
工監理，建築工事の施工又は土木工事の施工に関する助言，建築工事の取次ぎ，建築工
事一式，建築工事監理，建築工事及び土木工事に関するコンサルティング又は助言，建築
工事及び土木工事に関する技術情報の提供，建築工事及び土木工事に関する指導又は
助言，建築工事及び土木工事に関する助言又はコンサルティング，建築工事及び補修工
【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真たて
【29】冷凍野菜，冷凍果実，コロッケ，その他の肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果
実，食用油脂，乳製品，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），油揚げ，凍り豆腐，こん
にゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふり
かけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【35】広告，書類の複製，速記，筆耕，文書又は磁気テープのファイリング

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.28 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

【09】インターネットからダウンロード可能な音楽，録音済みコンパクトディスク，その他のレ
コード，インターネットからダウンロード可能な映像，録画済みＤＶＤ，録画済みビデオディス
ク及びビデオテープ，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，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，電子出版物
【41】インターネットを利用した音楽の提供，音楽の演奏，インターネットを利用した映像の
提供，音楽又は映像を記録した磁気ディスク・コンパクトディスク又はＤＶＤ原盤の制作，映
画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，当せん金付証票の発売，技芸・ス

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.12 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.22 意見書
2006.07.11 拒絶査定
2006.10.20 手続補正書(方式)
2006.10.20 手続補正書(方式)
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.27 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定
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No.

97

98

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

38

【38】インターネットによる音声その他の音響を送る放送，ラジオ放送，ラジオ放送の番組表 【中間記録情報】
に関する情報の提供，インターネットによる音声その他の音響を送る放送の番組表に関す ［審査］
2005.08.18 願書
る情報の提供
2005.08.18 手続補足書
2005.08.18 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.30 手続補正書
2006.05.30 意見書
2006.06.01 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定
【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， 【中間記録情報】
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しく ［審査］
2005.08.18 願書
は証明，職業のあっせん，求人情報の提供，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，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，筆耕，文書又は磁気テープのファイリン 条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定
グ，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，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
【中間記録情報】
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
［審査］
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
2005.08.19 願書
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・ 2006.02.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
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 2006.03.27 意見書
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 2006.07.04 拒絶査定
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
フィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯

セキュアチェック＼ＳＥＣＵＲＥＣ
通常 2005-076512
ＨＥＣＫ

Ｊ－ＰＯＰ．ＦＭ＼ジェイポップエ
通常 2005-077169
フエム

ケアコンシェルジュ

通常:
2005-077201
標準
41

100

体内改造

通常:
2005-077684
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

【35】広告，商品の販売促進のための展示会・見本市・博覧会・展示即売会の企画・運営及
び開催並びに開催に必要な助言及び指導，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，職業のあっせん，求人情報の提供
【41】食品・食品衛生・洗浄剤・床用つや出し剤・清掃及び有害動物の防除（農業・園芸又は
林業に関するものを除く。）に関する知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教
授，セミナーの企画・運営又は開催，書籍の制作

35
99

指定商品・役務

35,41
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.16 願書
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
01,17,35,41,42

101

機能性ポリマーズフォーラム

103

35

【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，財務書類の作成又は監査若しく
は証明，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.24 願書
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2005.11.15 手続補正書(方式)
2005.12.13 認定･付加情報
2006.03.24 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))
2006.07.07 拒絶査定

40

【40】名刺・封筒・ちらしの印刷，その他の印刷

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.25 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

通常:
2005-078370
標準

104

スパテラピー＼Ｓｐａ Ｔｈｅｒａｐｙ 通常 2005-078592

テクニカルアウトソーシング

名刺いろいろドットコム

通常:
2005-079033
標準

通常:
2005-079607
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.23 願書
2005.08.23 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.03.31 手続補正書
2006.03.31 意見書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.03.31 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

03,41,44

102

指定商品・役務
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，肥
料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙，人工甘味
料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【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
【35】インターネットを利用したポリマーに関する商品の販売に関する相談・情報の提供及
び助言
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，インターネットを利用したポ
リマーに関する知識の教授，インターネットを利用したポリマーに関する知識の教授に関す
る相談・情報の提供，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，ポリマーに関する情報交換のためのセミナー及びフォーラムの企画・運営又は開催
（インターネットを介したものを含む），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
【03】せっけん類，化粧品，香料類，歯磨き
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授
【44】美容，理容
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.23 願書
2005.08.23 認定･付加情報
2005.12.20 刊行物等提出書
2005.12.28 刊行物等提出書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.02.01 認定･付加情報
2006.02.03 刊行物等提出による通知書
2006.02.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.10 刊行物等提出による通知書
2006.02.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.14 拒絶査定
2006.07.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.10.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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区分
35,42

105

Ｍ＼ＳＥＡＲＣＨ

通常 2005-081024

36,37

106

Ｂｅ Ｆａｉｒ

通常:
2005-081063
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【35】広告，広告に関する助言・調査・情報の提供，広報活動の企画，広報活動の企画に関 【中間記録情報】
する助言・調査・情報の提供，販売促進のための企画及び実行の代理，販売促進のため ［審査］
の企画及び実行の代理に関する助言・調査・情報の提供，インターネット上の検索エンジン 2005.08.30 願書
2006.02.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
における市場調査，その他の市場調査，市場調査に関する助言・分析・情報の提供，イン
条1項11号を除く))
ターネット上のペイ・パー・クリック型広告検索エンジンに関する競売の管理・運営，イン
ターネット上のペイ・パー・クリック型広告検索エンジンに関する競売の管理・運営に関する 2006.07.18 拒絶査定
助言・調査・情報の提供，インターネット上の検索エンジンにおける認知度の獲得のための 2006.11.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
ウェブサイトの最適化，インターネット上の検索エンジンにおける認知度の獲得のための
ウェブサイトの最適化に関する助言・調査・情報の提供，検索エンジンへの入力，検索エン
ジンへの入力に関する助言・調査・情報の提供，メディアに関する調査及び助言，メディア
に関する調査及び助言に関する情報の提供，メディアの売買，メディアの売買に関する情
報の提供，広告及びメディアのスペース及び時間に関する立案・売買・交渉，広告及びメ
ディアのスペース及び時間に関する立案・売買・交渉に関する情報の提供，経営の診断又
は経営に関する助言，事業に関する研究・調査・助言，事業に関する研究・調査・助言に関
する情報の提供，事業の管理・運営，事業の管理・運営に関する情報の提供，広告媒体の
企画・立案及び制作，広告媒体の企画・立案及び制作に関する情報の提供，市場調査及
び市場分析，市場調査及び市場分析に関する情報の提供，統計の分析及び編集，統計の
分析及び編集に関する情報の提供
【42】グラフィックデザインの考案，美術品のデザインの考案，工業デザインの考案，その他
のデザインの考案，デザインの考案に関する助言・研究・情報の提供，ウェブサイトの設
計・作成及び保守，ウェブサイトの設計・作成及び保守に関する助言・研究・情報の提供，
他人のウェブサイトの使用に関する分析・監査・助言，他人のウェブサイトの使用に関する
分析・監査・助言に関する情報の提供，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，
電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・研究・情報の提供，電子計
【36】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 【中間記録情報】
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 ［審査］
貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両替， 2005.08.30 願書
2005.08.30 認定･付加情報
金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状 2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
に関する業務，割賦購入のあっせん，住宅資金の貸付けに関する情報の提供，前払式証 号)
票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物 2006.04.12 手続補正書
2006.04.12 認定･付加情報
取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券
2006.04.12 意見書
指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又
2006.05.31 認定･付加情報
は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有
2006.07.07 拒絶査定
価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価
2006.07.26 出願取下書
証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券
の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する 2006.08.03 認定･付加情報
情報の提供，商品市場における先物取引の受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険
の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，損害保険の引受
け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売
買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の
代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の
情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信
用に関する調査，税務の相談・代理に関する情報の提供，慈善のための募金，紙幣・硬貨
計算機の貸与，現金支払機・現金自動預け払い機の貸与
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

107

ＡＰＰＬＥＳＥＥＤ＼アップルシー
通常 2005-081106
ド

35,41

108

ブライダルネット

通常:
2005-081125
標準

35,43
109

懇親会ネット

通常:
2005-081126
標準

35,43
110

貸オフィスネット

通常:
2005-081127
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，電話による商品販売技術
に関する研修，学習指導に関する情報の提供，学校に関する情報の提供，教育に関する
情報の提供，講演会・セミナー・研修会に関する情報の提供，電気通信技術に関する研修
会又は講演会の企画・運営又は開催，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及びこれらに関する情報の提供，映画の上映・
制作又は配給及びこれらに関する情報の提供，演芸の上演及びこれらに関する情報の提
供，演劇の演出又は上演及びこれらに関する情報の提供，音楽の演奏及び音楽の演奏又
は楽曲名・演奏者・歌唱者に関する情報の提供，電子計算機端末・移動体電話による通信
その他の通信を用いて行う音楽・映像又は動画の提供，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・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供，興行
の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の
興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），魚釣
りの企画・運営又は開催に関する情報の提供，競馬の企画・運営又は開催及びこれらに関
する情報の提供，競輪の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供，競艇の企
画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供，小型自動車競走の企画・運営又は開
催及びこれらに関する情報の提供，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提
供及びこれらに関する情報の提供，娯楽施設の提供及びこれらに関する情報の提供，魚
釣り場に関する情報の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供及
びこれらに関する情報の提供，興行場の座席の手配，映画チケットの販売代理，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
【35】広告，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，建築物における来訪者の受付及び案内，ポータルサイトにおけ
る商品の販売に関する情報の提供
【41】パーティ（「結婚披露宴」を除く。）及びファッションショーの企画・演出・運営又は開催，
結婚式の介添人・付添人養成等の教育セミナーの企画・手配・運営又は開催，インターネッ
ト等の通信ネットワークを利用した結婚相談所などの結婚相手紹介業者及び結婚又は交
際を希望する者への異性の紹介及びこれらに関する情報の提供，インターネット又はメー
ルボックスサービスによる結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，オンラインによる
結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，宴会及び婚礼（結婚披露を含む。）のための
施設の提供，宴会又は婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供及びその契約の媒
介又は取次ぎ，結婚式・結婚披露宴に関する助言，結婚式・結婚披露宴に関する相談又
は企画，結婚式・結婚披露宴の企画，結婚式・結婚披露宴の企画・運営，結婚式・結婚披
露宴の企画・運営又は開催，結婚式・披露宴の企画・運営又は開催，結婚式の企画に関す
る情報の提供，結婚式場・結婚披露宴会場・宴会施設・結納施設の相談と紹介，結婚式
場・結婚披露宴会場・宴会施設の相談と紹介，結婚式場に関する情報の提供，結婚式場
の紹介，結婚式場の紹介・予約の仲介，結婚式場の提供，結婚式場の予約，結婚式場の
予約の仲介，結婚式又は結婚披露宴の企画，結婚披露宴・結婚式・結納の企画・運営又
は開催，結婚披露宴・結婚式に関する情報の提供，結婚披露宴・結婚式の企画・運営又は
【35】広告，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，建築物における来訪者の受付及び案内，ポータルサイトにおけ
る商品の販売に関する情報の提供
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，会議
室の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.08.30 認定･付加情報
2006.03.06 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))
2006.04.14 上申書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.07.31 拒絶査定
2006.08.21 出願人名義変更届
2006.08.22 手続補足書
2006.08.22 手続補足書
2006.09.29 手続補正書
2006.09.29 手続補足書
2007.10.31 登録料納付
［登録］
2007.09.03 登録査定書
2007.10.31 設定納付書
2007.11.20 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2005.09.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.09.13 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2005.09.13 認定･付加情報
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

【35】広告，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 【中間記録情報】
供，ホテルの事業の管理，建築物における来訪者の受付及び案内，ポータルサイトにおけ ［審査］
る商品の販売に関する情報の提供
2005.08.18 願書
2005.09.13 認定･付加情報
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，会議
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
室の貸与
項16号)
2006.07.07 拒絶査定
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111

112

113

114

商標（見本）

商標

二世帯隣住宅＼にせたいりん
きょじゅうたく

ベビーケアリスト

チャイルドケアリスト

シルバーケアリスト

種別 出願番号

区分

41

【41】依頼者の家庭で乳幼児・幼児・児童に対して行う語学・楽器・体操等の技能・知識の 【中間記録情報】
教授，依頼者の家庭で乳幼児・幼児・児童に対して行う語学・楽器・体操等の技能・知識の ［審査］
2005.09.01 願書
教授に関する情報の提供
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.07 手続補正書
2006.04.07 意見書
2006.07.04 拒絶査定
2006.07.28 手続補正書
2007.02.02 登録料納付
［登録］
2007.01.30 登録査定書
2007.02.02 設定納付書
2007.02.20 登録証

41

【41】依頼者の家庭で乳幼児・幼児・児童に対して行う語学・楽器・体操等の技能・知識の 【中間記録情報】
教授，依頼者の家庭で乳幼児・幼児・児童に対して行う語学・楽器・体操等の技能・知識の ［審査］
2005.09.01 願書
教授に関する情報の提供
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.07 手続補正書
2006.04.07 意見書
2006.07.04 拒絶査定
2006.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.28 手続補正書
2007.02.02 登録料納付
［登録］
2007.01.30 登録査定書
2007.02.02 設定納付書
2007.02.20 登録証

45

【45】依頼者の家庭において要養護者・要介護者のために行う掃除・洗濯・炊事等の家事 【中間記録情報】
の代行，依頼者の家庭において要養護者・要介護者のために行う掃除・洗濯・炊事等の家 ［審査］
事の代行に関する情報の提供，依頼者の家庭において要養護者・要介護者のために行う 2005.09.01 願書
掃除・洗濯・炊事等の家事の代行の斡旋・媒介又は取り次ぎ並びに斡旋・媒介又は取り次 2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
ぎに関する情報の提供
2006.04.07 手続補正書
2006.04.07 意見書
2006.07.04 拒絶査定
2006.07.28 手続補正書
2007.02.02 登録料納付
［登録］
2007.01.30 登録査定書
2007.02.02 設定納付書
2007.02.20 登録証

通常:
2005-081945
標準

通常:
2005-081946
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

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の有効活用に関する 2005.08.18 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
企画・助言又はそれらに関する情報の提供，建物又は土地の情報の提供
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

通常 2005-081136

通常:
2005-081947
標準

指定商品・役務

36
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115

116

商標（見本）

商標

クッキングケアリスト

住まいるハウス

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.07 手続補正書
2006.04.07 意見書
2006.07.04 拒絶査定
2007.02.02 登録料納付
［登録］
2007.01.30 登録査定書
2007.02.02 設定納付書
2007.02.20 登録証

36

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，不動
産投資信託の運用・管理，不動産投資その他の資産運用に関するコンサルティング，不動
産投資信託に関する情報の提供，不動産投資信託に係る運用資産の収益分配金の支払
い，不動産投資信託に係る投資証券の発行・募集及び売出し，不動産投資信託の引受
け，投資及び資産の管理・運用及びその仲介（投資用資産の管理・運用に伴う資金の保護
預かりを含む）並びにそれらに関する情報の提供，投資用不動産の管理・運用及びその仲
介（投資用不動産の管理・運用に伴う資金の保護預かりを含む）並びにそれらに関する情
報の提供
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営または開催，運動施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.01 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.18 手続補正書
2006.04.18 意見書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.05.31 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定

【09】コンピュータソフトウェア、インターネット電話会議のためのコンピュータプログラムの提
供、交換機機能を有するサーバー、通信用サーバー
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，その他の電子計算機端末による通
信，電報による通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，プロバイダー
電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供，通信ネットワークの運用と管理
の代行，コンピューター通信ネットワークを利用した音声・画像の送信，報道をする者に対
するニュースの供給，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与，インターネット回線を
用いた電話による通信、インターネット電話会議のためのコンピュータプログラムの提供
【42】電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与，イン
ターネットにおける他人のウェブサイトの企画・立案・設計・作成・更新・保守管理・運営及
びこれらに関する支援・助言及び情報の提供，インターネットその他のコンピュータネット
ワークを介した電子会議室・電子掲示板及びデータベースへのアクセスタイムの賃貸，イン
ターネットのウェブサイトに関するデザインの考案，インターネットのウェブサイトの作成，情
報・サイト並びにその他のコンピュータネットワーク上で利用可能なリソースのインデックス
の作成，インターネットにおけるホームページ検索用エンジンの提供，インターネットサー
バーのために用いられる電子計算機プログラムの作成・保守及びそれらに関する情報の
提供・助言，電子計算機通信ネットワークシステムの設計・作成・環境設定・インストール・
【40】廃棄物の再生，一般廃棄物の収集・分別及び処分，産業廃棄物の収集・分別及び処
分

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.23 願書
2006.02.02 出願人名義変更届
2006.02.02 手続補足書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.31 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))
2006.07.21 拒絶査定

通常:
2005-081948
標準

通常 2005-082050

デトックス エクササイズ＼ＤＥＴ
通常 2005-083011
ＯＸ ＥＸＥＲＣＩＳＥ

09,38,42

118

ｅＰＢＸ

通常 2005-083498

40
119

リサイクルクリーン

通常:
2005-083920
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

【45】依頼者の家庭における炊事の代行，依頼者の家庭における炊事の代行に関する情
報の提供，依頼者の家庭における炊事の代行の斡旋・媒介又は取り次ぎ並びに斡旋・媒
介又は取り次ぎに関する情報の提供

41
117

指定商品・役務

45

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.12 意見書
2006.07.28 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

120

ミュージックレッスンオンライン

通常:
2005-084107
標準

05,29,30,44

121

122

123

§甘草

二子多摩川レジデンス

ＣＵＴ

通常 2005-084274

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，事故防護用手袋，防
じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロッ
トマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用
浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶さ
せた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム
用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物，ダウンロード可能な
音楽または音声，ダウンロード可能な画像（動画を含む），ダウンロード可能なカラオケ用
の画像・楽曲・歌詞，ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム，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，携帯電話機により再生されるダウンロード
可能な音楽または音声
【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
【05】甘草を使用した薬剤，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，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，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，人工受精用精液
【29】甘草エキスとビタミン類・ミネラル類・タンパク質・アミノ酸又は動植物エキスを主成分と
してなる錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状又はゼリー状の加工食品，甘草を
使用した乳製品，甘草を使用した豆乳
【30】甘草を使用した茶，甘草を使用した菓子及びパン，甘草を使用した調味料，甘草を使
用した香辛料，甘草を使用した穀物の加工品，甘草を使用した即席菓子のもと
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.15 手続補正書
2006.06.15 意見書
2006.07.11 拒絶査定
2006.09.14 手続補正書
2006.09.14 手続補足書
2007.09.18 登録料納付
［登録］
2007.07.10 登録査定書
2007.09.14 出願却下処分前通知
2007.09.18 設定納付書
2007.10.16 登録証

36

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2005.09.13 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2005.10.06 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.16 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.04 拒絶査定
2007.04.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

44

【44】美容，理容

通常:
2005-085543
標準

通常 2005-086007

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.07 願書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.18 意見書
2006.04.19 手続補足書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
2006.10.16 手続補正書
2006.10.17 手続補足書
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.06 意見書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.05.29 認定情報通知書
2006.07.31 拒絶査定
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No.

124

125

126

127

商標（見本）

商標

グッドエステート

ＧＯＯＤ ＥＳＴＡＴＥ

気仙沼温泉

Ｈ－Ｄ

種別 出願番号

区分

ハイク ＩＮ じゃぱん

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.22 伺い書
2006.03.31 伺い回答書
2006.04.14 意見書
2006.07.11 拒絶査定

36

【36】生命保険の引受け，生命保険契約の締結の媒介，生命保険に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.14 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.03.22 伺い書
2006.03.31 伺い回答書
2006.04.14 意見書
2006.07.11 拒絶査定

43,44

【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提
供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸与，農
業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2005.09.30 手続補正指令書(出願)
2006.01.13 通知書(却下処分前通知)
2006.02.24 手続補正書
2006.03.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.31 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.20 意見書
2006.04.20 手続補足書
2006.05.25 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

36

【36】二輪自動車のリースに対する資金の貸付，二輪自動車の販売及び購入に関する小
口資金の貸付，二輪自動車の購入のための資金の貸付，分割払い購入及びリース購入に
対する資金の貸付，その他の資金の貸付，預金の受入れ，商品の割賦購入のための資金
の貸付，割賦購入のあっせん，財務乃至金融情報の提供，金融に関する評価，クレジット
カードの発行の取次ぎ，クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算，デビット
カードの発行の取次ぎ，デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済，電子ファン
ド（電子資金）振込及び支払いの代行，有価証券の募集又は売出しの取扱い，生命保険契
約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害
の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，生命保険及び損害保険契約の締結のた
めの指導及び助言，生命保険及び損害保険の情報の提供，二輪自動車の損害保険契約
の締結の代理，二輪自動車の損害保険契約に係る損害の査定，二輪自動車の損害保険
【39】募集型企画旅行の実施，旅行者の案内，インターネットによる旅行に関する契約（宿
泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ及びその他の旅行に関する契約（宿泊に
関するものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ，インターネットを利用した募集型企画旅行の
実施に関する情報（宿泊に関するものを除く。）の提供及びその他の募集型企画旅行の実
施に関する情報（宿泊に関するものを除く。）の提供，搭乗券・乗車券の予約又は販売の媒
介・取次ぎ又は代理，観光地・観光施設に関する旅行情報の提供，海外渡航者のための
都市案内・出入国案内・免税店の案内，鉄道による輸送に関する情報の提供，車両による
輸送に関する情報の提供，航空機の運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供，鉄道の運
行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供，船舶の運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提
供，外航クルーズ船に関する旅行情報の提供
【43】インターネットを利用した宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ及びその他の宿
泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，インターネットを利用した宿泊施設に関する情報

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

通常:
2005-086052
標準

通常:
2005-086053
標準

通常:
2005-086640
標準

通常 2005-086862

通常:
2005-087356
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

【36】生命保険の引受け，生命保険契約の締結の媒介，生命保険に関する情報の提供

39,43

128

指定商品・役務

36
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2005.09.16 認定･付加情報
2006.03.06 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.03 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

129

インフルエンサー

通常:
2005-087438
標準
36,37,42

130

ＬＯＨＡＳ ＤＥＳＩＧＮ

通常:
2005-087458
標準

16,41

131

お茶の間入門

通常 2005-087947

41,44

132

セルフケアメイク

指定商品・役務
【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
【36】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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，紙幣・
硬貨計算機の貸与，現金支払機・現金自動預け払い機の貸与
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
【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
真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッ
チキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，
凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式
鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィ
ルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼ
り，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプ
キン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロ
ス，紙類，文房具類，書画，写真，写真立て
【41】通信教育，その他の技芸・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，図書及び記録の供覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の
演奏の興行の企画又は運営，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，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・
競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），音響用又は映像用のス
タジオの提供，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，図書
【41】自ら行う美容の教授
【44】自ら行う美容

通常:
2005-088008
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。

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.11 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.03.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.25 上申書
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.05.11 手続補足書
2006.06.09 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
45

133

そうさいかん＼葬祭館

通常 2005-088607

36
134

135

136

Ｐｒｏｐｅｒｌｅａｓｅ

ノンフリーズ

ｕｓｅｒ’ｓ ｒｏｏｍ

通常 2005-088996

ＧＡＴＥ ＧＯＬＦ＼ゲートゴルフ

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

【19】プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専 【中間記録情報】
用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用 ［審査］
の専用材料，建築用仕上げ塗材
2005.09.22 願書
2005.09.22 認定･付加情報
【37】建築一式工事，土木一式工事，舗装工事，左官工事，大工工事，塗装工事，内装仕
2006.04.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
上工事，防水工事
項16号)
2006.07.24 拒絶査定

35,41,42

【35】顧客情報の提供，ポータルサイトにおける商品の販売に関する情報の提供，会計事
務に関する助言・情報の提供
【41】インターネットを介したオンラインでコンピュータソフトウェアを取り扱う人材育成のため
の教育及び訓練，インターネットを介して行う電子出版物の提供，インターネットを通じた電
子計算機の操作方法・操作技術・活用方法・操作知識に関する知識の教授
【42】コンピュータソフトウェアのバージョンアップに関する情報の提供，コンピュータソフト
ウェアの開発に関する情報の提供，コンピュータソフトウェアのバージョンアップ，電子計算
機・電子計算機用プログラム・インターネットの使用及び操作方法に関する紹介及び説明，
電子計算機用プログラムの提供（インターネットを利用した電子計算機用プログラムの提供
【28】運動用具
【41】運動施設の提供，運動競技会の企画・運営又は開催，運動競技会に関する情報の提
供，スポーツの教授，運動用具の貸与

通常:
2005-089020
標準

通常 2005-089376

通常 2005-089462

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.09.22 認定･付加情報
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.26 意見書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

19,37

28,41
137

指定商品・役務
【45】通夜・葬儀・慰霊祭・法要の運営・企画又は執行，通夜・葬儀・慰霊祭・法要のための
施設の提供，葬儀料理及び法要料理の飲食のための施設の提供，通夜・葬儀・慰霊祭・法
要に関する相談・情報の提供，永代供養の執行及びこれの媒介又は取次ぎ，墓地又は納
骨堂の管理・提供及びこれらに関する助言・情報の提供，葬儀のための祭壇及び葬祭用
具の貸与，葬儀に関する衣服の貸与，愛玩動物の葬儀又は火葬の執行，愛玩動物の葬
儀・法要の企画・相談，愛玩動物の葬儀の執行に関する情報の提供，愛玩動物用の祭壇
及び葬祭用具の貸与及びこれに関する情報の提供，愛玩動物用の墓地又は納骨堂の管
理・提供及びこれらに関する助言・情報の提供，ファッション情報の提供，新聞記事情報の
提供，結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施
設の提供，施設の警備，身辺の警備，個人の身元又は行動に関する調査，占い，身の上
相談，家事の代行，衣服の貸与，火災報知器の貸与，消火器の貸与，家庭用電熱用品類
の貸与（他の類に属するものを除く。），動力機械器具の貸与，風水力機械器具の貸与，装
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，借り
受けた建物の貸借の代理又は媒介，借り受けた建物の転貸
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2005.09.29 認定･付加情報
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.19 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.26 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.11 拒絶査定

2008/4/7
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,37

138

ディフェンドシステム

通常 2005-090074

09,37

139

ディフェンドカード

通常 2005-090075

41

140

日本少林寺

指定商品・役務
【09】電子錠，電動式扉自動開閉装置，測定器械器具，配電用又は制御用の機械器具，電
気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【37】電子錠の取付・修理・保守，建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点
検・整備，船舶の建造，映画機械器具の修理又は保守，光学機械器具の修理又は保守，
写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，火災報知機の修理又は
保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理
又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は
保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，土木機
械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は保守，照明用器具の修理又は
保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機
の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，医
療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印刷用又は製本用の機械器具の
修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保守，漁業
用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴製造機械の修理又
は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修理又は保守，ゴム製品製造機械
器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保守，半導体製造装置の修理又は
保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，製材用・木工用又は合
板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理又は保守，塗装機械器具の修理
又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，動力付
床洗浄機の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修理又は保守，浄水装置の修理又は保
【09】電子錠，電動式扉自動開閉装置，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電
気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【37】電子錠の取付・修理・保守，建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点
検・整備，船舶の建造，映画機械器具の修理又は保守，光学機械器具の修理又は保守，
写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，火災報知機の修理又は
保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理
又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は
保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，土木機
械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は保守，照明用器具の修理又は
保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機
の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，医
療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印刷用又は製本用の機械器具の
修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保守，漁業
用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴製造機械の修理又
は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修理又は保守，ゴム製品製造機械
器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保守，半導体製造装置の修理又は
保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，製材用・木工用又は合
板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理又は保守，塗装機械器具の修理
又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，動力付
床洗浄機の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修理又は保守，浄水装置の修理又は保
【41】宗教教育、書籍の制作、知識又は技芸の教授、運動競技会の運営、運動施設の提供

通常:
2005-090177
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
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 意見書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.03.23 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 意見書
2006.05.31 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2005.10.11 認定･付加情報
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.23 意見書
2006.05.19 手続補正指令書(中間書類)
2006.05.25 手続補正書(方式)
2006.07.03 認定･付加情報
2006.07.03 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定
2006.07.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

141

142

143

商標（見本）

商標

現役予備校

スクールバンドパフォーマンス

種別 出願番号

区分

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，演芸又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，音楽 【中間記録情報】
［審査］
の演奏
2005.09.29 願書
2005.11.09 手続補正書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2006.01.17 認定･付加情報
2006.01.17 認定･付加情報
2006.03.01 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.24 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

09,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，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
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，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
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医療に関する情
報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物の治療，植木の貸
与，農業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用
又は理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

通常:
2005-090242
標準

通常 2005-090775

ＭＤ Ｓｅｒｖｅｒ＼エムデイサーバ 通常 2005-090829

歩行力年齢

通常:
2005-091018
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

【41】知識の教授

44

144

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.28 願書
2005.09.28 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.08 手続補正書
2006.04.08 意見書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.04.17 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.09.29 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2006.03.24 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))
2006.05.01 手続補正書
2006.05.01 意見書
2006.05.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.07 拒絶査定
2006.08.07 手続補足書
2006.10.10 手続補正書(方式)
2007.10.24 意見書
2008.02.08 出願取下書
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

145

146

147

148

149

150

151

商標（見本）

商標

エコバカンス

通訳タクシー

通訳ＴＡＸＩ

観光通訳ＴＡＸＩ

観光通訳タクシー

就活フォーラム

湘南黒カレー

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【39】主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものは除く）の代 【中間記録情報】
理・媒介又は取次ぎ，鉄道による輸送，車輛による輸送，道路情報の提供，自動車の運転 ［審査］
代行，船舶による輸送，航空機による輸送，引越の代行，船舶の貸与・売買又は運行の委 2005.09.15 願書
託の媒介，水先案内，他人の携帯品の一時預かり，ガスの供給，電気の供給，水の供給， 2005.11.11 手続補正指令書(出願)
熱の供給，倉庫の提供，駐車場の提供，有料道路の提供，係留施設の提供，飛行場の提 2006.03.10 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))
供，駐車場の管理，自動車の貸与，金庫の貸与，郵便，冷凍機械器具の貸与
2006.07.21 拒絶査定

39

【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］
2005.09.30 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

39

【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］
2005.09.30 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

39

【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］
2005.09.30 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

39

【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］
2005.09.30 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

41

【41】就職セミナーの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供，その他のセミ
ナーの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定

29,43

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷凍
果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆
乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，な
め物，豆，食用たんぱく
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.03 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
2006.03.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.03 拒絶査定

通常 2005-091079

通常:
2005-091336
標準

通常:
2005-091337
標準

通常:
2005-091338
標準

通常:
2005-091340
標準

通常:
2005-091466
標準

通常:
2005-092036
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

39
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

152

153

商標（見本）

商標

ウエルネスプランナー

ｅＤｉｒｅｃｔ

種別 出願番号

区分

【35】経営の診断または経営に関する助言
【41】運動施設の提供、健康に関する知識の教授、電子出版物の提供、資格付与のための
資格試験の実施及び資格の付与、資格試験に関する情報の提供
【42】電子計算機のプログラム設計作成
【44】医療情報の提供、医療用機械器具の貸与、栄養の指導、健康診断

35,38,42

【35】商品の販売に関する情報の提供
【38】電子計算機端末による通信
【42】電子計算機のプログラムの作成

通常:
2005-092779
標準

通常:
2005-092983
標準
35,38,42

154

ｅＳｈｏｐ

通常:
2005-092984
標準
44

155

156

157

158

指定商品・役務

35,41,42,44

ＰＵＬＳ ＷＨＩＴＥＮＩＮＧ＼＋ Ｗ
ＨＩＴＥＮＩＮＧ＼プラスホワイトニ 通常 2005-093173
ング

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.21 拒絶査定
【35】商品の販売に関する情報の提供
【中間記録情報】
【38】電子計算機端末による通信
［審査］
2005.10.05 願書
【42】電子計算機のプログラムの作成
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.21 拒絶査定
【44】エステティック美容，その他の美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，栄養の指導 【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.01 意見書
2006.07.04 拒絶査定

37

【37】道路の立体化工事，道路の立体化工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整
備，荷役機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，
鉱山機械器具の修理又は保守，土木機械器具の貸与，鉱山機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.27 手続補正書
2006.04.27 意見書
2006.04.28 手続補足書
2006.06.02 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定
2006.09.27 手続補正書(方式)
2006.09.29 手続補足書
2007.09.05 登録料納付
［登録］
2007.08.07 登録査定書
2007.09.05 設定納付書
2007.09.25 登録証

41

【41】娯楽施設の提供，スロットマシン場の提供，ぱちんこホールの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.03 拒絶査定

41

【41】娯楽施設の提供，スロットマシン場の提供，ぱちんこホールの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.03 拒絶査定

ランプボックス工法＼ＲＡＭＰＢ
通常 2005-093353
ＯＸ工法

ＢＤ

ビーディー

通常:
2005-093497
標準

通常:
2005-093503
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.20 願書
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
2005.10.25 手続補正書
2005.12.05 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.07 拒絶査定
2006.10.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

159

160

161

162

163

164

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

完全突破

ダイエット＼道場

44

【44】あん摩，マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，医業，医 【中間記録情報】
［審査］
療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導
2005.10.07 願書
2005.10.12 手続補足書
2005.10.14 手続補足書
2005.10.17 手続補足書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2005.12.14 手続補正書
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.03 認定･付加情報
2006.02.03 認定･付加情報
2006.05.19 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))
2006.06.19 手続補正書(方式)
2006.06.19 意見書
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

41

【41】知識の教授，教育に関するセミナーの企画・運営又は開催，教育・学習講座の企画・ 【中間記録情報】
運営又は実施，書籍・テキストの制作，教育用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のも ［審査］
2005.10.07 願書
のを除く。）
2005.10.20 認定･付加情報
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.18 拒絶査定

44

【44】ダイエット・健康管理・栄養摂取に関する助言・指導・診断，ダイエット・健康管理・栄養 【中間記録情報】
［審査］
摂取に関する情報の提供
2005.10.11 願書
2006.03.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

37

【37】リフォーム工事，リフォーム工事に関する監理又は助言，リフォーム工事に関する情
報の提供，リフォーム工事の請負及びその媒介，建設工事，建築工事に関する助言

16,41

【16】紙類，文房具類，印刷物
【中間記録情報】
［審査］
【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
2005.09.28 願書
供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，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。），映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設 2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
の提供，通訳，翻訳
2006.07.07 拒絶査定

通常 2005-093980

通常:
2005-094094
標準

通常 2005-094498

ロハスデザイン＼ＬＯＨＡＳ ＤＥ
通常 2005-094614
ＳＩＧＮ

Ｌｅａｄｅｒ Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓ Ｔｒａｉ
通常 2005-094794
ｎｉｎｇ（Ｌ．Ｅ．Ｔ）

※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その他の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械 【中間記録情報】
器具
［審査］
【42】電子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，電子計算機のプログラムの設 2005.10.06 願書
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
計・作成又は保守
2006.07.07 拒絶査定

ＬＡＢＥＬ ＩＤ＼ラベルアイディー 通常 2005-093685

ヒト咬合医学

指定商品・役務

09,42
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2005.10.12 認定･付加情報
2005.11.14 手続補正書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.25 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,40

165

ジクレーフレスコ

通常:
2005-095005
標準

16,44

166

韓流漢方ダイエット

通常:
2005-095207
標準

16,44

167

韓方

通常:
2005-095209
標準

35,38,42

168

ｅ－社内報

通常:
2005-095256
標準

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

指定商品・役務
【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，絵画，軸，書，版画，複製画，その他の書画，写真，写真立て
【40】放射線の除洗，布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。），裁縫，ししゅ
う，金属の加工，ゴムの加工，プラスチックの加工，セラミックの加工，木材の加工，紙の加
工，石材の加工，剥製，竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工（食物原材料
の加工を除く。），食料品の加工，義肢又は義歯の加工（医療材料の加工を含む。），映画
用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，製本，浄水
処理，廃棄物の再生，原子核燃料の再加工処理，印章の彫刻，グラビア製版，繊維機械
器具の貸与，写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与，
金属加工機械器具の貸与，製本機械の貸与，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の
貸与，製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与，パルプ製造用・製紙用又は紙工用
の機械器具の貸与，浄水装置の貸与，廃棄物圧縮装置の貸与，廃棄物破砕装置の貸与，
化学機械器具の貸与，ガラス器製造機械の貸与，靴製造機械の貸与，たばこ製造機械の
貸与，材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供，絵画の画像データの印刷，その
他の印刷，廃棄物の収集・分別及び処分，編み機の貸与，ミシンの貸与，印刷用機械器具
【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，印刷物，書画，写真，写真立て
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，ダイエット・健康管理に
関する助言・指導・診断，ダイエット・健康管理に関する助言・指導・診断に関する情報の提
供，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物
の治療，植木の貸与，農業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具
【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，印刷物，書画，写真，写真立て
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん摩・
マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，ダイエット・健康管理に
関する助言・指導・診断，ダイエット・健康管理に関する助言・指導・診断に関する情報の提
供，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼育，動物
の治療，植木の貸与，農業用機械器具の貸与，医療用機械器具の貸与，漁業用機械器具
【35】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
【38】電気通信
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機用プログラムの提供
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.26 拒絶査定
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.12 願書
2005.10.13 認定･付加情報
2006.04.13 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.26 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.29 願書
2005.10.28 手続補正指令書(出願)
2005.11.01 手続補正書(方式)
2005.12.07 認定･付加情報
2006.04.14 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))
2006.07.14 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

169

170

商標（見本）

商標

マミーケアリスト

プラズマプラント

種別 出願番号

区分

パターンメード

09,14,16,18,20,21,2
4,25,26,28,32,35,37,
38,39,40,41,42,43,4
5

【09】写真機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物，
録画済ビデオディスク
【14】キーホルダー，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，貴金属製食器類，貴
金属製のくるみ割り器，記念カップ，時計
【16】印刷物，家庭用食器包装フイルム，文房具類，写真立て，紙類，衛生手ふき，紙製タ
オル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，写真
【18】かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ
【20】うちわ，せんす
【21】食器類（貴金属製のものを除く。），なべ類，水筒，アイスペール，洋服ブラシ，貯金箱
（金属製のものを除く。），靴ブラシ
【24】布製身の回り品
【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，ずきん，
すげがさ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ベルト
【26】衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服
用バックル，衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕
章，ボタン類
【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
【32】清涼飲料，果実飲料
【35】広告，職業のあっせん，建築物における来訪者の受付及び案内，求人情報の提供
【37】テレビジョン受信機の修理又は保守，テレビジョン受信機の修理又は保守に関する情
報の提供
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給
【39】道路情報の提供
【40】受託によるプラズマディスプレイパネル及びその部品の製造，受託によるプラズマディ
スプレイパネルを備えたテレビジョン受信機及びその部品の製造
【41】電子出版物の提供，テレビジョン受信機の貸与，映画・演芸・演劇・音楽・スポーツの
興行の開催情報の提供
【42】気象情報の提供，プラズマディスプレイパネル及びその部品の設計，プラズマディスプ
レイパネルを備えたテレビジョン受信機及びその部品の設計，デザインの考案，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
【19】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，ゴム製の建築用又は構築用の専用
材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の
専用材料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及
びその製品，木材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料
【35】商品の販売に関する情報の提供

通常:
2005-096042
標準

通常:
2005-096145
標準

通常:
2005-096236
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

【41】依頼者の家庭で乳幼児・幼児・児童に対して行う語学・楽器・体操等の技能・知識の 【中間記録情報】
教授，依頼者の家庭で乳幼児・幼児・児童に対して行う語学・楽器・体操等の技能・知識の ［審査］
2005.10.14 願書
教授に関する情報の提供
2006.03.28 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))
2006.04.07 手続補正書
2006.04.07 意見書
2006.07.18 拒絶査定
2006.07.28 手続補正書
2007.07.06 登録料納付
［登録］
2007.07.03 登録査定書
2007.07.06 設定納付書
2007.07.24 登録証

19,35

171

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 願書
2005.10.14 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.13 意見書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

172

173

174

175

176

177

178

商標（見本）

商標

駅Ｃａｆｅ．

石焼きカレー

ころ＼香露

いなみころ＼稲美香露

種別 出願番号

区分

ＣＳＲ診断ツール

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定
2006.08.08 再送

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

43

【43】うどん又はそばを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.10.18 認定･付加情報
2006.04.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.04 拒絶査定

43

【43】うどん又はそばを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.10.18 認定･付加情報
2006.04.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定

35

【35】商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン券・クーポン冊子・割引券の 【中間記録情報】
［審査］
発行
2005.10.03 願書
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.12.12 手続補正書(方式)
2006.01.27 認定･付加情報
2006.01.27 認定･付加情報
2006.03.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.14 拒絶査定

42,44

【42】デザインの考案，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究
【中間記録情報】
【44】エステティック及びその他の美容，理容，入浴施設の提供，栄養の指導，美容院用又 ［審査］
2005.10.18 願書
は理髪店用の機械器具の貸与
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 拒絶査定

09,35,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
【35】文書又は磁気テープのファイリング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査
【42】電子計算機プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，電
子計算機の貸与

通常 2005-096442

通常:
2005-096625
標準

通常 2005-096642

通常 2005-096643

通常 2005-097182

通常:
2005-097434
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

【43】飲食物の提供

東京クーポン＼ＴｏｋｙｏＣｏｕｐｏｎ
通常 2005-097028
ｓ

温泉でエステ

指定商品・役務

43

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2005.10.19 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

179

180

181

182

183

商標（見本）

商標

ＣＳＲマネジメントツール

ゴルフ利用権方式

ゴルフ場利用権方式

リビングコンシェルジュ

源泉なべ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
【35】文書又は磁気テープのファイリング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査
【42】電子計算機プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，電
子計算機の貸与

41

【41】ゴルフ場の提供，ゴルフの興行の企画・運営又は開催

41

【41】ゴルフ場の提供，ゴルフの興行の企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 拒絶査定

16,41

【16】雑誌，新聞，書籍，テキスト，その他の印刷物
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定

43

【43】鍋料理の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.10.19 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 意見書
2006.05.29 手続補足書
2006.06.26 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定

通常:
2005-097437
標準

通常:
2005-097568
標準

通常:
2005-097569
標準

通常:
2005-097653
標準

通常:
2005-097656
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

09,35,42
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.18 願書
2005.10.19 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定
2006.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.10 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,40,41

184

健康コンシェルジュ

通常:
2005-097851
標準

44
185

健康コンシェルジュ

ＴＩＲＯＬ＼チロル

通常 2005-097873

28,35

187

Ｔ２ＧＳ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.04 拒絶査定
2006.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.12.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器
具及びその部品，コイン投入式業務用テレビゲーム機，磁気カード式業務用テレビゲーム
機，業務用テレビゲーム機，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，自動販売機，家庭用テレビゲームおもちゃ，硬
貨投入式写真シール作成機
【16】写真，写真立て
【38】電気通信（放送を除く。），画像・音声・文字データの伝送交換，コンピュータによる画
像・音声・文字データの伝送交換，移動体電話による通信，電子計算機端末による通信
ネットワークへの接続の提供
【40】映画用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，
写真の合成，コンピュータによるデジタル写真の修正・補正
【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
【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，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

通常:
2005-097852
標準

09,16,38,40,41

186

指定商品・役務
【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
【40】放射線の除洗，布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。），裁縫，ししゅ
う，金属の加工，ゴムの加工，プラスチックの加工，セラミックの加工，木材の加工，紙の加
工，石材の加工，剥製，竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工（食物原材料
の加工を除く。），食料品の加工，義肢又は義歯の加工（医療材料の加工を含む。），映画
用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，製本，浄水
処理，廃棄物の再生，原子核燃料の再加工処理，印章の彫刻，グラビア製版，繊維機械
器具の貸与，写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与，
金属加工機械器具の貸与，製本機械の貸与，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の
貸与，製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与，パルプ製造用・製紙用又は紙工用
の機械器具の貸与，浄水装置の貸与，廃棄物圧縮装置の貸与，廃棄物破砕装置の貸与，
化学機械器具の貸与，ガラス器製造機械の貸与，靴製造機械の貸与，たばこ製造機械の
貸与，材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供，印刷，廃棄物の収集・分別及び
処分，編み機の貸与，ミシンの貸与，印刷用機械器具の貸与
【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・
【44】栄養の指導

通常:
2005-098333
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］
2005.10.19 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定
2006.10.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.20 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.04 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【19】コンクリート工事に使用した後にコンクリート構造体から分離しないで断熱体として使
用可能なコンクリート工事用型枠，その他のコンクリート工事用型枠（金属製のものを除
く），セメント製品の製造に使用した後にセメント製品から分離しないで断熱体として使用可
能なセメント製品製造用型枠，その他のセメント製品製造用型枠（金属製のものを除く。），
リノリューム製建築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファ
ルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の
専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，セメント及びその製品，木材，鉱物
性基礎材料
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
【16】印刷物
【35】トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及
び清算，加盟店において特典を受けられる会員カードの発行・管理及び清算，サービス
カードの発行，商品の販売に関する情報の提供，蕎麦情報の提供，
【41】蕎麦打ちの教授，蕎麦打ち指導者・審査員の育成及び指導者・審査員資格の認定，
蕎麦打ちの技術に関する資格認定試験の実施と資格認定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.12 拒絶査定
2006.08.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
【37】建設工事，給排水設備工事，造園工事，建設工事に関する情報の提供，造園工事に
関する情報の提供，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，建築物の補修
工事に関する技術指導
【42】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，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験
又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，機械器具に関する
【39】ガスの供給

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.03.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.12 拒絶査定

36,45

【36】消費者信用取引に係る個人信用情報の収集・保管・照合、提供
【45】個人の信用に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2006.03.24 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))
2006.07.07 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

19,36,37

188

ｅ－外断

通常 2005-098645

16,35,41

189

ソバリエ

通常 2005-098658

36,37,42

190

ＥＣＯ＼Ｌｉｆｅ

通常 2005-098989

39
191

192

193

ガスパワー

コンシューマー クレジット
ビューロー

スーパー屋台

通常:
2005-098991
標準

通常:
2005-099006
標準

通常 2005-099018

※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］
2005.10.21 願書
2005.11.28 手続補正指令書(出願)
2005.11.30 手続補正書(方式)
2006.01.05 認定･付加情報
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.14 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41,43,44

194

ロハス＼ＬＯＨＡＳ

通常 2005-099021

41
195

ハーブセラピー

ベストコンディションプラン＼Ｂｅ
通常 2005-099264
ｓｔＣｏｎｄｉｔｉｏｎＰｌａｎ

41,44
197

ホリスティックコーチング

【37】測定機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，電子応用機械
器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，
電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な
知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，計測
器の貸与，電子計算機の貸与，インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他
の通信手段を利用した電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供，イ
ンターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子計算機
用プログラムの設計・作成又は保守に関する技術情報の提供，電子計算機（中央処理装
置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他
の周辺機器を含む。）及び電子計算機用プログラムの遠隔監視，電子計算機（中央処理装
置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他
の周辺機器を含む。）及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加，電
子計算機間の接続検証，電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証，電子計算機情
報網・計測器システム・電子計算機システムの電子計算機プログラムの導入又は保守に関
【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
【44】心理相談，健康・医療・介護に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.24 認定･付加情報
2006.05.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.19 手続補正書
2006.05.19 認定･付加情報
2006.05.19 認定･付加情報
2006.05.19 意見書
2006.07.27 拒絶査定

通常:
2005-099362
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.11 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.07 拒絶査定

通常 2005-099028

37,42

196

指定商品・役務
【41】当せん金付商標の発売，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，演芸の上映，演劇の演出又は上
演，音楽の演奏，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のも
のを除く。），放送番組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番
組の制作のために使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行
の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競
艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企
画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，
音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演
劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，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，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸
与，録画済磁気テープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おもちゃの貸
与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻
訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与，芝刈機の貸与
【44】美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植林，肥料の散
布，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，医薬用機械器具の
【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］
2005.10.11 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.04.04 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.04 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

198

199

商標（見本）

商標

イングリッシュ・ベビーサイン

自社分割

種別 出願番号

区分

メールチラシ

36

【36】自動車・バイクの購入のための資金の貸付け，資金の貸付け，金銭債権の回収代
行，金銭債務の保証，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，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の
保護預かり，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，信用状に関する業務，割賦購入の
あっせん，前払式証票の発行，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集
【35】電子メールの送受信に関する事務処理の代行，テレビコマーシャル・カタログ・ダイレ
クトメール等による通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行，宛名ラベルの貼
付及び書類又は冊子の封入・封かん・発送の代行，顧客情報の提供の媒介又は取次ぎ，
コンピュータによるファイルの管理及びこれに関する情報の提供，コンピュータによる顧客
情報の管理，コンピュータを用いた顧客動向情報の分析又は分析結果の情報の提供，イ
ンターネット・その他のコンピュータ又は通信機器による通信を利用した広告，インターネッ
トその他の電子計算機通信網・電子メール等を介した商品の販売促進行為・役務の提供
の促進行為を伴う広告，インターネットにおけるバナー広告の作成，インターネットにおける
ホームページによる広告スペースの提供，インターネットによる商品の販売促進及び役務
の提供促進のための広告又は展示会の企画に関する情報の提供，インターネットウェブサ
イトにおけるショッピングモールを介した商品の広告，インターネット・携帯電話及びコン
ピュータ通信ネットワークを利用した市場調査，インターネット・携帯電話及びコンピュータ
通信ネットワークを利用した商品の販売に関する情報の提供，インターネット・電子メール
を介しての市場調査に関する情報の提供，インターネットを介したショッピングモールにお
ける商品の売買契約の媒介又は取次ぎ，インターネットウェブサイトにおけるショッピング
モールを介した商品販売に関する情報の提供，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，職業のあっせん，求人情報の提供，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，書類の複製，速記，筆耕，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，文書又は磁気テープのファイリン
【35】フランチャイズ方式による個別指導学習塾事業の運営及び管理並びにその経営の診
断及び指導，フランチャイズ方式による個別指導学習塾事業に関する情報の提供，広告，
職業のあっせん，求人情報の提供
【41】学習塾での個別指導による教授，その他技芸・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，図書及び記録の閲覧，書籍の制作，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。），運動施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供，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，遊戯用
器具の貸与 通訳 翻訳

通常 2005-099560

通常:
2005-099593
標準

通常 2005-099599

35,41
201

ＩＥスクール＼アイイースクール
通常 2005-099745
＼ＩＥＳｃｈｏｏｌ

※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

【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，書籍の制作，教育・ 【中間記録情報】
文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作，図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの ［審査］
2005.10.11 願書
貸与，録画済み磁気テープの貸与
2005.10.31 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.16 手続補正指令書(出願)
2006.01.13 認定･付加情報
2006.03.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.04.21 刊行物等提出書
2006.04.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.22 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.26 認定･付加情報
2006.06.02 刊行物等提出による通知書
2006.06.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.07 拒絶査定
2006.07.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

35

200

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.04.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.24 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

202

駅ナカＢＡＮＫ

通常:
2005-099849
標準

38

203

204

205

ｅｘＷＡＮ

京ゆば麺 うどん

ＳＵＰＥＲ ＹＡＴＡＩ

指定商品・役務
【36】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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券の売
買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引，有
価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先
物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券
指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価
証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は売出しの取扱
い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受託，割賦購入あっせ
ん，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害
保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借
の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地
の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地
の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝
玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，慈善のための募金，紙幣・硬
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，通信機器用
データ通信カード・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与

通常:
2005-099919
標準

43

【43】飲食物の提供

43

【43】飲食物の提供

通常 2005-100041

通常 2005-100043

※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。

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2005.11.08 上申書
2005.11.09 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.24 手続補正書
2006.05.24 意見書
2006.05.25 手続補足書
2006.05.29 認定･付加情報
2006.05.29 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定
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No.

206

207

商標（見本）

商標

キッズフライト

携帯翻訳

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

39

区分

【39】航空機による輸送，航空貨物・郵便物・旅客手荷物・その他の貨物の積卸し，航空券
の予約の代行，旅客の搭乗手続の代行，航空券の発券の代行，駐機場内において旅行者
に対する送迎サービスの提供，空港に設けられた建物内において行う旅行者に対する送
迎サービスの提供，航空貨物のこん包，主催旅行の実施，旅行者の案内，旅行（宿泊に関
するものを除く。）に関する相談，旅行業法に規定する旅程管理業務・当該旅程管理業務
に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供，寄託を受けた物品の倉庫における保
管，旅客手荷物・その他の他人の携帯品の一時預かり，車いすの貸与，ベビー用チャイル
ドシートの貸与，旅行用品の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.26 認定･付加情報
2006.05.12 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))
2006.06.20 手続補正書
2006.06.20 意見書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.06.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.28 認定･付加情報
2006.06.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.03 意見書
2006.07.03 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定
2006.09.27 手続補正書(方式)
2007.04.03 登録料納付
［登録］
2007.03.19 登録査定書
2007.04.03 設定納付書
2007.04.24 登録証

35,38,41,42

【35】インターネットによる広告，電子メールによる広告，その他の広告，ウェブサイト上の広
告スペースの貸与，郵便による広告物の配布，その他の広告物の配布，広告に関する情
報の提供，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，職業の斡旋，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，書類の複製，速記，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，筆耕，文書又は磁
気テープのファイリング，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ーの貸与
【38】電気通信（放送を除く。），移動体電話によるメール通信，電子計算機端末・その他の
通信機器による通信，インターネットを含む電子計算機端末による通信ネットワークへの接
続の提供，その他の通信ネットワークへの接続の提供（移動体電話・電子計算機端末によ
るものを含む。），無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，無線ＬＡＮへの接続
の提供，移動体電話・その他の電子計算機端末による電子メール通信，電子掲示板通
信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送
交換，その他の電気通信（放送を除く。），インターネットによる映像及びそれに伴う音声そ
の他の音響を送る放送，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与，に関する情報の
提供
【41】通訳・翻訳，インターネットを利用した通訳・翻訳に関する情報の提供，語学の教授
【42】電子計算機のプログラムの設計，作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電子
【35】インターネットによる広告，電子メールによる広告，その他の広告，ウェブサイト上の広
告スペースの貸与，郵便による広告物の配布，その他の広告物の配布，広告に関する情
報の提供，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，職業の斡旋，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，書類の複製，速記，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，筆耕，文書又は磁
気テープのファイリング，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ーの貸与
【38】電気通信（放送を除く。），移動体電話によるメール通信，電子計算機端末・その他の
通信機器による通信，インターネットを含む電子計算機端末による通信ネットワークへの接
続の提供，その他の通信ネットワークへの接続の提供（移動体電話・電子計算機端末によ
るものを含む。），無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，無線ＬＡＮへの接続
の提供，移動体電話・その他の電子計算機端末による電子メール通信，電子掲示板通
信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送
交換，その他の電気通信（放送を除く。），インターネットによる映像及びそれに伴う音声そ
の他の音響を送る放送，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与，に関する情報の
提供
【41】通訳・翻訳，インターネットを利用した通訳・翻訳に関する情報の提供，語学の教授
【42】電子計算機のプログラムの設計，作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電子

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定

通常:
2005-100193
標準

通常:
2005-100246
標準

35,38,41,42

208

携帯通訳

通常:
2005-100247
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］
2005.10.26 願書
2005.10.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定
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種別 出願番号

区分
35,38,41,42

209

短信

通常:
2005-100248
標準

35,38,41,42

210

中文短信

通常:
2005-100249
標準

41
211

ホットスタジオ

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.21 拒絶査定

【15】楽器
【35】広告，事業の管理または運営及び事務処理

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

通常:
2005-100516
標準

15,35
212

指定商品・役務
【35】インターネットによる広告，電子メールによる広告，その他の広告，ウェブサイト上の広
告スペースの貸与，郵便による広告物の配布，その他の広告物の配布，広告に関する情
報の提供，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，職業の斡旋，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，書類の複製，速記，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，筆耕，文書又は磁
気テープのファイリング，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ーの貸与
【38】電気通信（放送を除く。），移動体電話によるメール通信，電子計算機端末・その他の
通信機器による通信，インターネットを含む電子計算機端末による通信ネットワークへの接
続の提供，その他の通信ネットワークへの接続の提供（移動体電話・電子計算機端末によ
るものを含む。），無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，無線ＬＡＮへの接続
の提供，移動体電話・その他の電子計算機端末による電子メール通信，電子掲示板通
信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送
交換，その他の電気通信（放送を除く。），インターネットによる映像及びそれに伴う音声そ
の他の音響を送る放送，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与，に関する情報の
提供
【41】通訳・翻訳，インターネットを利用した通訳・翻訳に関する情報の提供，語学の教授
【42】電子計算機のプログラムの設計，作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電子
【35】インターネットによる広告，電子メールによる広告，その他の広告，ウェブサイト上の広
告スペースの貸与，郵便による広告物の配布，その他の広告物の配布，広告に関する情
報の提供，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，職業の斡旋，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，書類の複製，速記，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，筆耕，文書又は磁
気テープのファイリング，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ーの貸与
【38】電気通信（放送を除く。），移動体電話によるメール通信，電子計算機端末・その他の
通信機器による通信，インターネットを含む電子計算機端末による通信ネットワークへの接
続の提供，その他の通信ネットワークへの接続の提供（移動体電話・電子計算機端末によ
るものを含む。），無線ＬＡＮによる通信ネットワークへの接続の提供，無線ＬＡＮへの接続
の提供，移動体電話・その他の電子計算機端末による電子メール通信，電子掲示板通
信，付加価値通信網による通信，電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送
交換，その他の電気通信（放送を除く。），インターネットによる映像及びそれに伴う音声そ
の他の音響を送る放送，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与，に関する情報の
提供
【41】通訳・翻訳，インターネットを利用した通訳・翻訳に関する情報の提供，語学の教授
【42】電子計算機のプログラムの設計，作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電子
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，運動施設の提供

楽器堂＼ＧＡＫＫＩＤＯ ＣＯＲＰＯ
通常 2005-100607
ＲＡＴＩＯＮ．

※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］
2005.10.26 願書
2005.10.28 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.04 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.10.27 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定
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213

214

215

商標（見本）

商標

三陸とれたて市場

ホルモン食堂

§ＵＶＤ∞ユニヴァーサル

種別 出願番号

区分

霧島ｉｐ電話

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.10.27 認定･付加情報
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

36,37,42

【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，美術品の評価，企業の信用に
関する調査，現金支払機・現金自動預け払い機の貸与
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，映画機械器具の
修理又は保守，光学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，火災報
知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修理又は保守，
電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，民生用電気機
械器具の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の
修理又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，自
動販売機の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，建築物の外壁の清掃，窓の清掃，
床敷物の清掃，床磨き，電話機の消毒，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するも
のを除く。），床洗浄機の貸与，暖冷房装置の貸与
【42】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・操作方法等に
関する紹介及び説明，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研
究，電気に関する試験又は研究，機械器具に関する試験又は研究，登記又は供託に関す
る手続きの代理，社会保険に関する手続の代理，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電
【38】電話による通信，移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末に
よる通信，電報による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，電子掲示板通信，電子
メール通信，その他の電気通信（放送を除く），テレビジョン放送，有線テレビジョン放送，ラ
ジオ放送，その他の放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファクシミリそ
の他の通信機器の貸与，通信ネットワークへの加入申込の代行，電子計算機端末による
通信ネットワークへの接続の提供，インターネットによる映像・音声・データの伝送交換，他
のコンピュータユーザーとの双方向同時通信のためのオンラインファシリティの提供，特定
の者に専用させる電気通信回線の提供，電子計算機端末による通信に関する情報の提
供，テレビジョン放送・有線テレビジョン放送及びラジオ放送に関する情報の提供
【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.07.07 拒絶査定

通常 2005-100627

通常 2005-100834

通常 2005-100897

通常:
2005-101070
標準

44
217

桂浜温泉

通常:
2005-101256
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

【35】広告（インターネットによるものを含む）及び広告場所の提供（インターネットによるも 【中間記録情報】
のを含む），企業情報・顧客情報の提供（インターネットによるものを含む），市場調査（イン ［審査］
ターネットによるものを含む），インターネットを介したショッピングモールにおける商品の売 2005.10.12 願書
2005.11.14 認定･付加情報
買契約の媒介又は取次ぎ，インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供
2006.03.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.27 意見書
2006.06.30 認定･付加情報
2006.07.14 拒絶査定

38

216

指定商品・役務

35
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.03.24 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))
2006.07.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,38,42

218

219

220

221

アンケートメール

東京ネットゼミ

千葉県統一テスト

日本ＩＰ研究所

指定商品・役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

41

41

【41】技芸、スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.11.08 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

41,42

【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツの教授，献体に関する情報の提供，献体の
手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版
物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供覧，書籍の制
作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配
給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・文化・娯
楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作に
おける演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるも
のの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演
芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関
するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企
画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジ
オの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のた
めの施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与，楽
器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，図書の貸
与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガフィルム
の貸与，ポジフィルムの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，おもちゃの
貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，カメラの貸与，光学機械器具の貸与
【42】インターネット等による知的財産権に関する情報の提供，気象情報の提供，建築物の
設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機
械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高
度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及
び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研
究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.30 願書
2005.11.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.09 認定･付加情報
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.12 伺い書
2006.04.21 伺い回答書
2006.05.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.12 手続補正書
2006.06.12 意見書
2006.06.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.13 認定･付加情報
2006.06.13 認定･付加情報
2006.06.23 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.07.03 拒絶査定
2006.08.02 手続補正書
2007.05.04 登録料納付
［登録］
2007.04.16 登録査定書
2007.05.04 設定納付書
2007.05.29 登録証

通常:
2005-101345
標準

通常:
2005-101632
標準

通常:
2005-101636
標準

通常:
2005-101699
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

【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
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用
【41】学習塾・教室における教授
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
42

222

日本知的財産研究所

通常:
2005-101700
標準

42

223

日本知的財産研究会

通常:
2005-101701
標準

41

224

225

226

つくばボウル

ＫＩＭＯＴＯ

ＢＳ＼ｂｒｉｇｈｔ ｓｙｓｔｅｍ

通常 2005-101900

指定商品・役務

35

【35】書類の複製，広告媒体の制作

42

【42】工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務，著作権の利用に関する契 【中間記録情報】
約の代理又は媒介，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プロ ［審査］
グラムの提供
2005.10.31 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.07.14 拒絶査定

通常 2005-101922

通常 2005-102121

※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

【42】インターネット等による知的財産権に関する情報の提供，気象情報の提供，建築物の 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.10.31 願書
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
2005.11.02 職権訂正履歴(職権訂正)
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
2005.11.09 認定･付加情報
度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研
究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験 2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又 号)
は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する手続の代理，計 2006.06.16 手続補正書
測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学機械器具の貸 2006.06.16 意見書
2006.06.16 認定･付加情報
与，製図用具の貸与
2006.06.21 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶査定
【42】インターネット等による知的財産権に関する情報の提供，気象情報の提供，建築物の 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.10.31 願書
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
2005.11.02 職権訂正履歴(職権訂正)
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
2005.11.09 認定･付加情報
度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及
2005.11.11 職権訂正通知書(職権訂正)
び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研
究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験 2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又 号)
は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会保険に関する手続の代理，計 2006.06.16 手続補正書
測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学機械器具の貸 2006.06.16 認定･付加情報
2006.06.16 意見書
与，製図用具の貸与
2006.06.20 認定･付加情報
2006.07.03 拒絶査定
【41】ボウリング施設の提供
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.15 手続補正書
2006.05.15 手続補足書
2006.05.15 意見書
2006.06.12 認定･付加情報
2006.07.07 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.05.19 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))
2006.06.26 手続補正書
2006.06.26 意見書
2006.07.21 拒絶査定
2006.09.14 手続補正書
2006.09.14 手続補正書
2007.09.28 登録料納付
［登録］
2007.09.18 登録査定書
2007.09.28 設定納付書
2007.10.16 登録証
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No.

227

228

229

230

231

232

233

商標（見本）

商標
あなたの個人信用情報を確認
してみませんか

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【36】消費者信用取引に係る個人信用情報の収集・保管・照合、提供
【45】個人の信用に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定

36,45

【36】消費者信用取引に係る個人信用情報の収集・保管・照合、提供
【45】個人の信用に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定

36,45

【36】消費者信用取引に係る個人信用情報の収集・保管・照合、提供
【45】個人の信用に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.07 拒絶査定

37,42

【37】建築工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備
【中間記録情報】
【42】デザインの考案，建築物の設計，測量，地質の調査，建築又は都市計画に関する研 ［審査］
究，公害の防止に関する試験又は研究
2005.10.19 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

38

【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ 【中間記録情報】
［審査］
クシミリその他の通信機器の貸与
2005.10.31 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

36,37,42

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の運用・有効活用に
関する企画・相談・指導，個人の資産運用に関する企画・相談・指導，税金に関する助言及
び情報の提供，保険に関する助言及び情報の提供，建物又は土地に関する情報の提供，
建物又は土地の管理に関する情報の提供，住宅資金の貸付けに関する情報の提供
【37】建設工事，建築工事に関する助言
【42】建築物の設計，測量，地質の調査，デザインの考案

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2005.11.01 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

41

【41】テーマパークの提供，その他の娯楽施設の提供，お祭りを主とする催事・伝統行事及
びイベントの企画・運営又は開催，旅行に関するイベントの企画・運営又は開催に関する情
報の提供，庭園の供覧，美術品の展示，書画の貸与，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，映画の上映・制作又は配給，放送番組
の制作，娯楽用ビデオの制作（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，音響用又は映像用のスタジオの提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研
修のための施設の提供，写真の撮影

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

通常:
2005-102201
標準

ご存知ですか あなたの大切な 通常:
2005-102202
個人信用情報
標準

知っていますか あなたが築い 通常:
2005-102203
た個人信用情報！！
標準

無垢個性的住宅

ケータイマイレージ

通常 2005-102219

通常 2005-102302

ガーデン フラット ハウス＼Ｇａ
通常 2005-102499
ｒｄｅｎ Ｆｌａｔ Ｈｏｕｓｅ

じねんのむら＼自然のむら

通常 2005-102502

※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

36,45
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【36】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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受諾，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
【35】広告，広告の代理，商品の販売に関する情報の提供，広告用具の貸与，広告の作
成，広告媒体の企画，広告媒体の制作，広告のための展示場所の提供，インターネット上
のデータベースやウェブサイトから共通性・関連性のあるデータ検索の代行
【38】電気通信（放送を除く）
【42】インターネット等の通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提
供，検索エンジンの提供に関する情報の提供，通信ネットワーク上で用いられる検索エン
ジンのためのコンピュータネットワークシステムの保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.04.14 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))
2006.07.14 拒絶査定

43

【43】冷麺の提供，飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.14 拒絶査定

35

35

【35】市場調査，顧客に関する情報の収集・分析及び提供，顧客嗜好情報の収集・分析及 【中間記録情報】
［審査］
び提供，企業に関する情報の収集・分析及び提供
2005.11.02 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.11 拒絶査定
【35】商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.14 拒絶査定

35

【35】商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営

36

234

地銀信金証券

通常:
2005-102516
標準

35,38,42

235

236

237

238

239

タウン検索

つるしこ

通常:
2005-102584
標準

通常:
2005-102808
標準

スマート・ライフ・マネージメント・ 通常:
2005-102836
システム
標準

ＲＦＩＤ ソリューション ＥＸＰＯ

ＲＦＩＤ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ ＥＸＰＯ

通常 2005-102838

通常 2005-102839

※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］
2005.11.01 願書
2005.11.01 認定･付加情報
2006.04.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 拒絶査定
2007.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.14 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,38,41,42

240

ＳＵＰＥＲ ＳＥＣＵＲＩＴＹ

通常:
2005-102855
標準

43
241

じねんのむら＼自然のむら

通常 2005-102873

42

242

バーチャルプライベートホスティ 通常:
2005-102909
ング
標準

43
243

麺座

通常:
2005-102967
標準
42

244

イントラホスティング

通常:
2005-103036
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ及び
その他の記録媒体，その他の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，電気
計算機，電子計算機用プログラム，電子出版物
【16】書籍，出版物，印刷物
【35】ゲームソフト・ビジネスソフト・教育ソフト・マルチメディアソフト・シミュレーションソフトの
販売に関する情報の提供，コンピュータ・ソフトウェア・電気通信及びこれらに関連するオ
フィステクノロジーの分野における商品の販売促進及び役務提供の促進のための展示会
の企画・運営又は開催，コンピュータソフトウェア・ハードウェアの販売に関する情報の提
供，コンピュータ関連機器及びコンピュータ関連機器のソフトウェアの販売に関する情報の
提供，書籍・医薬品・音楽用コンパクトディスク・ビデオソフトその他の商品の販売に関する
情報の提供，通信によるソフトウェアの販売に関する情報の提供，電子計算機端末による
コンピュータソフトウェア・書籍・出版物・オーディオカセット・ビデオカセット・コンパクトディス
ク・フロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・その他の商品の販売に関する情報の
提供，電子計算機の操作に関する指導及び助言
【38】携帯電話・小型携帯用無線呼出し機その他の通信機器による通信，電子メール・電
話・ファクシミリ・その他の電子計算機端末による通信，携帯電話・小型携帯用無線呼出し
機・電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与，無線通信機器の貸与，携帯電話・小型
携帯無線呼出し機・電話の加入契約の媒介・取次ぎ・代行，電子メールによる通信への加
入契約の取次ぎ・代理及び媒介
【41】コンピュータ端末による技芸・スポーツ又は知識の教授，インターネット等コンピュータ
ネットワーク及び通信回線端末による技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運
営又は開催，資格検定試験の企画・運営・実施，セミナーの企画・運営又は開催に関する
情報の提供，資格検定試験の企画・運営・実施に関する情報の提供，電子出版物の提
供，インターネット又はその他コンピュータネットワークを利用した音楽・映画・ゲーム・アニ
メーションの提供
【43】とろろ料理の提供，その他の日本料理を主とする飲食物の提供，茶・コーヒー・ココア・
清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供，アルコール飲料を主とする飲食物の提
供，宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，会議室の貸与，展示施
設の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.04.11 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.11 拒絶査定

【42】デザインの考案，インターネット通信におけるサーバーシステムの構築に関する情報
の提供，その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車そ
の他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を
必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，インターネットにおける電子
メール通信のためのサーバーの貸与，インターネットにおける電子会議室用のサーバーの
エリアの貸与，インターネットにおける電子掲示板用のサーバーのエリアの貸与，インター
ネットにおける専用メールボックスの貸与，インターネットサーバーの記憶装置の記憶領域
の貸与，電子計算機端末の通信のためのサーバーの貸与，その他のインターネットサー
バーの貸与，インターネットサーバーの貸与に関する情報の提供，その他の電子計算機及
びその周辺機器の貸与，電子計算機用プログラムの提供，インターネットにおけるホーム
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.04 認定･付加情報
2006.04.12 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))
2006.07.06 拒絶査定

【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他
の事務についての情報の提供，訴訟事件その他に関する法律事務についての情報の提
供，登記又は供託に関する手続の代理についての情報の提供，著作権の利用に関する契
約の代理又は媒介，社会保険に関する手続の代理，計測器の貸与，電子計算機の貸与，

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.02 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,38,42

245

ＲＥＳＥＡＲＣＨＰＡＮＥＬ

通常:
2005-103081
標準

43
246

247

248

249

250

たんたん麺

通常:
2005-103198
標準

高速通信コンポーネント

アロマ占い

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

【41】娯楽の提供，スポーツキャンプの企画・運営又は開催，会員制による教育・娯楽の提 【中間記録情報】
供，教育又は娯楽に関する競技会の運営，運動競技会の運営，レクリエーション情報の提 ［審査］
2005.10.20 願書
供，文化又は教育のための展示会運営，パーティーの企画
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

42

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算機用プロ
グラムの提供，ウェブサイトの作成と保守，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの
賃貸，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁
気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む）の設計に関する情報の提供及びコンサ
ルティング

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

42

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用
途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする
機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与，電子計算機用プロ
グラムの提供，ウェブサイトの作成と保守，コンピュータデータベースへのアクセスタイムの
賃貸，電子計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁
気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む）の設計に関する情報の提供及びコンサ
ルティング

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

45

【45】アロマテラピーを活用した占い

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

通常:
2005-103475
標準

通常:
2005-103476
標準

通常 2005-103774

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.12.13 手続補正指令書(出願)
2005.12.16 手続補正書(方式)
2006.01.20 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 拒絶査定

41
ＱＲスゴロク＼ＱＲすごろく＼Ｑ
通常 2005-103286
Ｒ双六

マルチサーバトランザクション

指定商品・役務
【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，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
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，電
子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じ
て的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性
能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，
建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験
又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，社会
保険に関する手続の代理，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラム
【43】中華料理を主とする飲食物の提供
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251

252

253

254

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

照明灯の＼ランプこうかん＼
や?！

アンフィニィ・ホーム

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

37

【37】照明用器具の修理又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.07 拒絶査定

35,36,37

【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホ
テルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，医師のあっせん，家政婦の
あっせん，看護婦のあっせん，クリーニング技術者のあっせん，歯科医師のあっせん，助
産婦のあっせん，調理師のあっせん，美容師のあっせん，薬剤師のあっせん，理容師の
あっせん，求人情報の提供，競売の運営，建築物における来訪者の受付及び案内
【36】金銭債権の取得及び譲渡，金銭・有価証券・金銭債権・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，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，税務相談，税務代理，慈善のための募金
【37】建築一式工事，しゅんせつ工事，土木一式工事，舗装工事，石工事，ガラス工事，鋼
構造物工事，左官工事，大工工事，タイル・れんが又はブロックの工事，建具工事，鉄筋工
事，塗装工事，とび・土工又はコンクリートの工事，内装仕上工事，板金工事，防水工事，
屋根工事，管工事，機械器具設置工事，さく井工事，電気工事，電気通信工事，熱絶縁工
事，毛皮製品の手入れ又は修理，洗濯，畳類の修理，被服の修理，被服のプレス，布団綿
【44】犬のマッサージ，犬の健康管理及び美容，犬の手入れ，犬に対するリハビリテーショ
ン

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.03.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.07 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.07.07 拒絶査定

【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.28 拒絶査定

通常 2005-103788

通常 2005-103798

通常:
2005-103800
標準

44
255

バランスドッグマッサージ

通常:
2005-104007
標準
41

256

キョウイクコーチング

通常:
2005-104369
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

【41】セミナーの企画・運営又は開催，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は
運営，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競
馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），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，通訳，翻訳
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供、会議
室の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与，タオルの貸与

美味しそうに飲む人＼Ｎｏ．１決
通常 2005-103787
定戦

ＣｈａｎｋｏＤｉｎｉｎｇ

指定商品・役務

41,43
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［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.07 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.18 拒絶査定
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257

258

259

260

261

商標（見本）

商標

ＷＡＲＭＳＴＯＮＥ ＳＰＡ

築地発

過払い．ｃｏｍ

過払い１１０番

鳥釜＼とりかま

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【44】医業，健康診断，歯科医業，調剤，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティッ
ク，きゅう，柔道整復，はり，栄養の指導，医療情報の提供，美容，理容，入浴施設の提
供，動物の治療，動物の飼育，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布，雑
草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），医療用機械器
具の貸与，植木の貸与，漁業用機械器具の貸与，芝刈機の貸与，農業用機械器具の貸
与，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.29 意見書
2006.05.29 物件提出書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.07.04 拒絶査定

41

【41】興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競
馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.09 認定･付加情報
2006.04.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.19 拒絶査定

35,42

【35】コールセンター事業の運営及び事業の管理
【42】工業所有権に関する手続きの代理又は鑑定その他事務，法律業務に関する鑑定，訴
訟事件その他に関する法律事務，登記又は供託に関する手続きの代理，著作権の利用に
関する契約の代理又は媒介，法律相談，法律情報・判例情報の提供，法律相談（インター
ネットによるものを含む。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.11.21 手続補正書(方式)
2006.01.13 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.26 手続補正書(方式)
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.02 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定

35,42

【35】コールセンター事業の運営及び事業の管理
【42】工業所有権に関する手続きの代理又は鑑定その他事務，法律業務に関する鑑定，訴
訟事件その他に関する法律事務，登記又は供託に関する手続きの代理，著作権の利用に
関する契約の代理又は媒介，法律相談，法律情報・判例情報の提供，法律相談（インター
ネットによるものを含む。）

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.11 手続補正指令書(出願)
2005.11.15 手続補正書(方式)
2006.01.13 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.26 手続補正書(方式)
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.01 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定

43

【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，老人の養護，会議室の貸与，展示施
設の貸与，布団の貸与，業務用加熱調理機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業
務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.09 認定･付加情報
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.18 拒絶査定

通常:
2005-104378
標準

通常:
2005-104433
標準

通常:
2005-104444
標準

通常:
2005-104456
標準

通常 2005-104604

※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

44
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262

263

商標（見本）

商標

住まいのカルテ

ケータイ＼六法

種別 出願番号

区分

265

266

267

268

ＢＳ１１＼ビーエスイレブン

４つの感動

海士の家

五味五菜

包菜

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定
2006.08.15 手続補正書
2006.09.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2007.08.31 登録料納付
［登録］
2007.08.13 登録査定書
2007.08.31 設定納付書
2007.09.25 登録証

09,16,38,42

【09】情報技術関連の法規集を記憶させたＣＤ－ＲＯＭその他の記憶媒体，情報技術関連
の法規集の全部又は一部を録音したコンパクトディスク・磁気カード・磁気シート・磁気テー
プ，コンピューターネットワークを通じてダウンロード可能な情報技術関連の法規集
【16】六法全書
【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，電報に
よる通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，テレビジョン放送，有線テ
レビジョン放送，ラジオ放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファクシミリ
その他の通信機器の貸与
【42】電子計算機用プログラムの提供
【38】電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファ
クシミリその他の通信機器の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

通常 2005-104815

通常 2005-104901

通常 2005-104977

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.02.07 手続補正書(方式)
2006.02.08 手続補正書(方式)
2006.03.08 認定･付加情報
2006.05.19 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))
2006.06.28 意見書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定

36

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2005.11.09 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.18 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.25 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.25 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.25 拒絶査定

通常:
2005-105105
標準

通常:
2005-105192
標準

通常:
2005-105193
標準

通常:
2005-105195
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

【37】建設工事，建築工事に関する助言又はコンサルティング，建築工事に関する情報の
提供，リフォーム工事，リフォーム工事に関する助言又はコンサルティング，リフォーム工事
に関する情報の提供，建築工事・リフォーム工事・土木工事・鋼構造物工事・機械器具設
置工事・管工事・パイプライン工事および水道施設工事の監理または助言，火災報知機の
修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，ガス湯沸かし器の修理又は保守，錠前の取
付け又は修理，洗浄機能付き便座の修理，浴槽類の修理又は保守，建築物の外壁の清
掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，浴槽又は浴槽がまの清掃

38

264

指定商品・役務

37
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269

270

271

商標（見本）

商標

無料オープン査定

種別 出願番号

区分

36

【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の 【中間記録情報】
代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土 ［審査］
2005.11.11 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
2005.11.11 手続補足書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

21,37,41,44

【21】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，洗濯ブラシ，雑巾，バ
ケツ，ほうき，モップ，その他の清掃用具及び洗濯用具
【37】建築工事，内装仕上げ工事，建築物の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨
き，道路の清掃，床洗浄機の貸与，モップの貸与
【41】写真の撮影
【44】庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散布
【41】植物の供覧，動物の供覧，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演
奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。）

通常:
2005-105384
標準

通常:
2005-106050
標準
41

272

ふれあいイベント

通常:
2005-106170
標準

14,18,41,45

273

Ｍｉｌａｎｏ Ｃｅｌｅｂ＼ミラノセレブ

通常 2005-106258

※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

【35】広告，競売の運営，広告用具の貸与，自動車の販売に関する情報の提供，中古自動 【中間記録情報】
車の競売の運営
［審査］
2005.10.26 願書
【36】中古自動車の評価
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

ＶＡＬＵＡＴＩＯＮ ＲＥＰＯＲＴ＼バ
通常 2005-105992
リュエーションリポート

からだあんしん

指定商品・役務

35,36

【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提
供，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナー・研修会・講習会の企画・運営又は
開催，セミナー・研修会・講習会の企画又は運営に関する情報の提供，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，電子書籍の制作，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・コンパクトディスク・光学
式ビデオディスクの制作（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，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企画・運営又は開催，ボクシ
ングの興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行の
企画・運営又は開催，キャンプの企画・運営又は開催，その他のスポーツの興行の企画・
運営又は開催，パーティーの企画又は運営，ファッションショーの企画・運営又は開催，そ
の他の興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競
馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開
催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運
営又は開催，フリーマーケットの企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.25 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.04.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.05 手続補正書
2006.06.05 意見書
2006.07.31 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.05.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.26 拒絶査定
2006.10.30 手続補正書
2006.10.30 手続補正書
2006.10.30 手続補正書
2006.10.31 手続補足書
2006.11.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.03.26 登録料納付
2007.05.15 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.02.26 登録査定書
2007.03.26 設定納付書
2007.04.24 登録証
2008.01.31 本権移転登録申請書(相続･合併)

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
14,18,41,45

274

Ｐａｒｉｓ Ｃｅｌｅｂ＼パリセレブ

通常 2005-106261

35,37,40
275

ビルラッピング

Ｃａｒｅｅｒ Ｂｒａｉｎ

通常 2005-106400

44

277

子宮卵巣セラピー

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.11.11 認定･付加情報
2006.05.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.26 拒絶査定
2006.10.30 手続補正書
2006.10.30 手続補正書
2006.10.30 手続補正書
2006.10.31 手続補足書
2007.03.26 登録料納付
［登録］
2007.02.26 登録査定書
2007.03.26 設定納付書
2007.04.17 登録証
2008.01.31 本権移転登録申請書(相続･合併)

【36】資金の貸付け及び手形の割引，金銭債権の取得及び譲渡，割賦購入あっせん，生命
保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に
係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，企業の信用に関する調査，税務
相談，税務代理
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，図書及び記録の供覧，電子出版物の提供，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，通訳，翻訳，写真の撮影，音響
用又は映像用のスタジオの提供，カメラの貸与，光学機械器具の貸与，テレビジョン受信
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，
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，電子計算機のプログラムの設計・作
成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，著作権の利用に関する契約の代理又は媒
介，社会保険に関する手続の代理，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・自動車その
他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必
要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，電子計算機の貸与
【44】美容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，医療情報
の提供，栄養の指導，医療用機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.01.23 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.07.21 拒絶査定

通常 2005-106383

36,41,42,44

276

指定商品・役務
【14】貴金属，キーホルダー，貴金属製食器類，貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂
糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ，貴
金属製針箱，貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て，貴金属製宝石箱，貴金属製の花瓶
及び水盤，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製のがま口及び財布，宝玉及びその原
石並びに宝玉の模造品，貴金属製コンパクト，貴金属製靴飾り，時計，貴金属製喫煙用具
【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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提
供，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナー・研修会・講習会の企画・運営又は
開催，セミナー・研修会・講習会の企画又は運営に関する情報の提供，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，電子書籍の制作，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・コンパクトディスク・光学
式ビデオディスクの制作（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，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企画・運営又は開催，ボクシ
ングの興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行の
企画・運営又は開催，キャンプの企画・運営又は開催，その他のスポーツの興行の企画・
運営又は開催，パーティーの企画又は運営，ファッションショーの企画・運営又は開催，そ
の他の興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競
馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開
催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運
営又は開催，フリーマーケットの企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又
【35】広告
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の整備，看板の修理または保守
【40】印刷

通常 2005-106432

※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。

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2006.04.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.14 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

278

279

商標（見本）

商標

秘密保全コンサルタント

ニーズ１００

種別 出願番号

区分

あおしんランナー

36

【36】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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の
売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ
又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引
の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募
集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受
託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害
保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借
の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地
の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地
の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝
【36】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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の
売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ
又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引
の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募
集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受
託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害
保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借
の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地
の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地
の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝

通常:
2005-106457
標準

通常 2005-106558

通常 2005-106560

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

中間記録

【16】雑誌，書籍，新聞，パンフレット
【中間記録情報】
【41】事業所等の保有する秘密情報の保全に関する知識及び技能の教授，情報保全に関 ［審査］
する資格検定試験の実施，情報保全に関するセミナーの企画・運営又は開催，並びにこれ 2005.10.28 願書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
らに関する情報提供
2005.11.28 手続補正書(方式)
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.28 拒絶査定

36

280

指定商品・役務

16,41

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定

2008/4/7
71／84

３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定

43

【36】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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の
売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ
又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引
の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募
集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受
託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害
保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借
の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地
の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地
の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝
【36】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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入あっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の
代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市
場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引
及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の
売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ
又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引
の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募
集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の受
託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害
保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸借
の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地
の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地
の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，宝
【43】飲食物の提供

43

【43】飲食物の提供

35,37

【35】住宅の販売に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供
【37】建築一式工事，建築工事に関する助言，建築一式工事に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.21 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

36

281

あおしんグッドバリュー

通常 2005-106561

36

282

283

284

285

ビジネスローン 法人さん・商人
通常 2005-106563
さん

クレープの鉄人

クレープの達人

収入付き住宅

通常:
2005-106913
標準

通常:
2005-106914
標準

通常:
2005-107016
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。

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.04.28 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))
2006.07.28 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.21 拒絶査定

2008/4/7
72／84

３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

286

287

288

289

290

商標（見本）

商標

メイクアップヒーラー

エアコンプロセンター

照明・灯∞サポート＼２４

あかり２４＼メンテなんす

経絡リンパセラピー

種別 出願番号

区分

市民リフォーム祭ｉｎ宇治

37

【37】建設工事，建築工事に関する助言，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理又
は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保
守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，民生用電
気機械器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，電動機の
修理又は保守，家庭用ルームクーラーの貸与，暖冷房装置の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

37

【37】照明用器具の修理又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

37

【37】照明用器具の修理又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定

44

【44】経絡マッサージで血流を良くし、リンパ誘導マサージでリンパの流れを良くする療法。 【中間記録情報】
［審査］
体調不良を改善し免疫力が高まり、痩身、心身のストレス除去にも良い。
2005.10.31 願書
2005.12.02 手続補正指令書(出願)
2005.12.07 手続補正書(方式)
2006.01.20 認定･付加情報
2006.01.20 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.21 拒絶査定
【35】商品の展示会の企画・運営・開催販売促進のための商品展示会の企画・運営・及び 【中間記録情報】
［審査］
開催
2005.11.01 願書
2005.12.05 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

通常:
2005-107529
標準

通常 2005-107538

通常 2005-107543

通常 2005-107544

通常:
2005-107549
標準

通常 2005-108090

35
292

市民リフォーム祭ｉｎ京都西

【35】商品の展示会の企画・運営・開催販売促進のための商品展示会の企画・運営・及び
開催

通常 2005-108091

※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

【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
【中間記録情報】
供，書籍の制作，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 ［審査］
2005.11.01 願書
ものを除く。）
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

35
291

指定商品・役務

41

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定

2008/4/7
73／84

３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

293

294

295

商標（見本）

商標

ツームストーンゴルフ大会

山の温泉ガイド

イイダホーム＼いいだほーむ

種別 出願番号

区分

ＡＤＥＳＳＯ＼アデッソ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

43

【43】宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

36

【36】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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，慈善のための募金，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，紙幣・
【36】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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，税務相談，税務代理，慈善
【35】インターネット・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
商品の販売に関する情報の提供，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール形
式で提供する商品の販売に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.11.17 手続補足書
2005.11.17 手続補足書
2006.04.28 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
2006.07.21 拒絶査定
2006.08.21 手続補足書
2006.08.21 手続補足書
2007.05.29 登録料納付
［登録］
2007.05.09 登録査定書
2007.05.29 設定納付書
2007.06.19 登録証

通常 2005-108096

通常:
2005-108110
標準

通常 2005-108181

通常 2005-108326

35
297

ケータイメアド

通常:
2005-108450
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

【41】ゴルフの興行の企画・運営又は開催

36

296

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.07.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.11.25 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

298

299

300

301

302

商標（見本）

商標

ケータイメアド

ケータイメアド

錠前技師

整美体操

ＧＲＯＵＰＶＩＳＩＯＮ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【38】移動体電話による通信

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.11.25 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

42

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する指導・助言

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.11.25 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.28 拒絶査定

37

【37】錠前類の修理・取付け、金庫の修理又は保守、防犯・防災設備機器の設置又は保守 【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定
2006.08.08 再送
2006.12.06 官報公告

41

【41】体操に関する知識及び技術の教授，体操の教授，体操の教授及びこれらに関する情 【中間記録情報】
報の提供，体操の興行の企画・運営又は開催，体操の指導又は教授，体操器具を備えた ［審査］
トレーニング施設の提供，体操競技会の企画・運営又は開催，体操場の提供，体操・呼吸 2005.11.17 願書
法・美容の教授及びセミナーの企画・運営又は開催，水泳・体操に関するイベントの企画・ 2005.11.21 認定･付加情報
2006.04.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
運営又は開催，技芸・スポーツ又は知識の教授
項16号)
2006.05.22 意見書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.05.29 認定情報通知書
2006.07.03 拒絶査定

09,42

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，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
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，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

通常:
2005-108451
標準

通常:
2005-108452
標準

通常 2005-108526

通常:
2005-108653
標準

通常:
2005-108787
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

38
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.05 意見書
2006.07.28 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【35】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供，広告，人材派
遣による医療事務，職業のあっせん，トレーディングスタンプの発行，市場調査，ホテルの
事業の管理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，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，自動販売機の貸与
【44】医療用機械器具の貸与，医療情報の提供，医業，健康診断，歯科医業，調剤，栄養
の指導，美容，理容，入浴施設の提供，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の
散布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものに限る。），あん
摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり，動物の飼育，動物
の治療，植木の貸与，農業用機械器具の貸与，漁業用機械器具の貸与，美容院用又は理
髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与
【38】電子計算機端末による通信
【42】ウェブサイトの作成又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
2006.05.01 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.07.27 拒絶査定

41

【41】技芸、スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

41,44

【41】技芸、スポーツ又は知識の教授
【44】あん摩，マッサージ及び指圧，きゅう，柔道整復，はり

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

38

【38】移動体電話による通信，テレックスによる通信，電子計算機端末による通信，電報に
よる通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，テレビジョン放送，有線テ
レビジョン放送，ラジオ放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファクシミリ
その他の通信機器の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

44

【44】マッサージ及び指圧

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定
2006.12.22 ファイル記録事項記載書類の交付請求書

44

【44】マッサージ及び指圧

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

35,44

303

ＩＭＰ

通常 2005-109049

38,42

304

305

306

307

308

309

ブログ店

四国リハビリ

四国医療

インターネット株価情報

前立腺マッサージ

中医整体院

通常:
2005-109105
標準

通常 2005-109522

通常 2005-109526

通常:
2005-109554
標準

通常:
2005-110074
標準

通常:
2005-110076
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］
2005.11.07 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.02.10 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定
2007.11.05 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

39

【41】スポーツに関するセミナー・講座の企画・運営又は開催，ビジネスに関するセミナー・
講座の企画・運営又は開催，スポーツビジネスに関するセミナー・講座の企画・運営又は開
催，スポーツに関する教育の企画・運営又は開催，ビジネスに関する教育の企画・運営又
は開催，スポーツビジネスに関する教育の企画・運営又は開催，セカンドキャリアに関する
セミナー・講座の企画・運営又は開催，セカンドキャリアに関する教育の企画・運営又は開
催，就職・再就職支援に関するスキルアップの企画・運営又は開催，就職・再就職支援に
関するコンサルティングの企画・運営又は開催，スポーツに関するセミナー・講座の印刷
物・出版物，ビジネスに関するセミナー・講座の印刷物・出版物，スポーツビジネスに関する
セミナー・講座の印刷物・出版物，スポーツに関する教育の企画・運営の印刷物・出版物，
ビジネスに関する教育の企画・運営の印刷物・出版物，スポーツビジネスに関する教育の
企画・運営の印刷物・出版物，セカンドキャリアに関するセミナー・講座の印刷物・出版物，
セカンドキャリアに関する教育の企画・運営の印刷物・出版物，就職・再就職支援に関する
スキルアップの企画・運営又は開催の印刷物・出版物，就職・再就職支援に関するコンサ
ルティングの企画・運営又は開催の印刷物・出版物，インターネットを利用したセミナー・講
座の情報提供，インターネットを利用した教育の情報提供，インターネットを利用したコンサ
【39】郵便

39

【39】郵便

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2005.11.25 手続補足書
2005.12.26 認定･付加情報
2005.12.26 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.07.28 拒絶査定

41,44

【41】化粧方法及び化粧品に関する知識の教授，美容に関する知識の教授，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，図書及び記録
の供覧，書籍の制作，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。），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
【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，
きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指
導，動物の飼育，動物の治療，医療用機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用の機械器
具の貸与
【41】化粧方法及び化粧品に関する知識の教授，美容に関する知識の教授，技芸・スポー

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

41

310

311

312

313

スポーツビジネスアカデミー

§包便

§Ｓｏｋｕ

通常:
2005-110145
標準

通常 2005-110262

通常 2005-110265

ガイアストーン＼ＧＡＩＡ ＳＴＯＮ
通常 2005-110616
Ｅ

41,44
314

サンドセラピー

通常:
2005-110617
標準

44
315

岩晶浴＼ＧＡＮＳＨＯ ＳＰＡ

通常 2005-110619

※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。

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，図書及び記録
の供覧，書籍の制作，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。），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
【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，
きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指
導，動物の飼育，動物の治療，医療用機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用の機械器
【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，
きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指
導，動物の飼育，動物の治療，医療用機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用の機械器
具の貸与
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2005.11.25 手続補足書
2005.12.27 認定･付加情報
2005.12.27 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.07.28 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定
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No.

316

317

318

319

商標（見本）

商標

岩晶スパ＼ＧＡＮＳＨＯ ＳＰＡ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

44

【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，
きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指
導，動物の飼育，動物の治療，医療用機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用の機械器
具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

36

【36】有価証券の貸付，金銭債権の取得及び譲渡，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地 【中間記録情報】
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き受け，債権募集の受 ［審査］
2005.11.11 願書
託，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
2005.11.30 職権訂正履歴(職権訂正)
証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数先物取引・有価証券オプション取引及び
外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買 2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は
代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委 2006.02.01 手続補正書
託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引き受け，有価証券の売り出し，有価証券の募集 2006.02.01 代表者選定届
又は売出しの取り扱い，株式市況に関する情報の提供，建物の管理，建物の貸借の代理 2006.03.07 認定･付加情報
又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定 2006.03.07 認定･付加情報
評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買 2006.04.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供
条1項11号を除く))
2006.07.28 拒絶査定

37

【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は
保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発
電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定
機械器具の修理又は保守，医療用機械器具の修理又は保守，鉄砲の修理又は保守，印
刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器
製造機械の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理
又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具修理
又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保
守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又
は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理
又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械
器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プ
ラスチック加工機械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修
理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機
械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の
修理又は保守，業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又
は保守，乗物用洗浄機の修理又は保守，自動販売機の修理又は保守，動力付床洗浄機
の修理又は保守，遊園地用機械器具修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器具

通常 2005-110620

リースホールド＼エスピーシー 通常 2005-110659

通常 2005-110717

※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

【44】美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，
きゅう，柔道整復，はり，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指
導，動物の飼育，動物の治療，医療用機械器具の貸与，美容院用又は理髪店用の機械器
具の貸与

岩晶デトックススパ＼ＧＡＮＳＨ
通常 2005-110622
Ｏ ＤＥＴＯＸ ＳＰＡ

みのり台＼Ｍｉｎｏｒｉｄａｉ

指定商品・役務

44
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.21 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

【36】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，金銭債権の取得及び譲渡，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，金銭・有価証券・金銭債権・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，債券の募集の受託，外国為替取引，信用状
に関する業務，割賦購入のあっせん，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収
の代行，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国
市場証券先物取引，有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取
引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券
の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次
ぎ又は代理，外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取
引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の
募集又は売出しの取扱い，株式市況に関する情報の提供，商品市場における先物取引の
受託，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の貸
借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土
地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土
地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，骨董品の評価，美術品の評価，
宝玉の評価，中古自動車の評価，企業の信用に関する調査，税務相談，税務代理，慈善
【45】結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施
設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.02 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.09 手続補正指令書(出願)
2005.12.12 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.21 拒絶査定

45

【45】結婚又は交際を希望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露を服務。）のための施
設の提供，

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.04.28 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))
2006.07.28 拒絶査定

41

【41】翻訳

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.11 願書
2005.12.12 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.12.16 手続補正指令書(出願)
2006.01.27 上申書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.02.27 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

42

【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.22 意見書
2006.07.25 拒絶査定

36

320

みのり台＼Ｍｉｎｏｒｉｄａｉ

通常 2005-110718

45

321

322

323

324

ライブウェディング＼ＬＩＶＥ ＷＥ
通常 2005-111125
ＤＤＩＮＧ

ライブウェディング＼ＬＩＶＥ ＷＥ
通常 2005-111126
ＤＤＩＮＧ

医学英語＼ハイブリッド翻訳

情報Ｗｅｂ

通常 2005-111148

通常:
2005-111483
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］
2005.11.11 願書
2005.12.05 認定･付加情報
2006.04.18 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.21 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

325

ＷｅｂサイトＭ＆Ａ

通常 2005-111550

35,36

326

327

328

329

330

331

経営者保険オンライン

Ｎｏｒｍａｌｉｚｅ

ノーマライズ

通常 2005-111566

クリニカルネイル

【35】訪問介護員、介護支援専門員の紹介・派遣
【43】高齢者・障害者への介護サービス提供，介護に関する相談

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2006.04.28 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))
2006.07.28 拒絶査定

35,43

【35】訪問介護員、介護支援専門員の紹介・派遣
【43】高齢者・障害者への介護サービス提供，介護に関する相談

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2006.04.28 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))
2006.07.28 拒絶査定

41

【41】社員教育，経営者教育，管理者能力開発教育，新入社員・中堅社員自己開発教育， 【中間記録情報】
マーケティング訓練・組織開発技術訓練に関する知識の教授，教育に関する情報の提供， ［審査］
セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営・開催又はこれらに関する情報 2005.11.16 願書
2006.04.20 職権訂正履歴(職権訂正)
の提供，教育用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），企業の後継者教
2006.04.28 職権訂正通知書(職権訂正)
育に関するコンサルティング，社員教育に関するコンサルティング，電子出版物の提供
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

41

【41】記念イベントの企画・運営又は開催

44

【44】爪の美容，爪の美容に関する情報の提供，爪の美容院用の機械器具の貸与，ネイル 【中間記録情報】
［審査］
アート
2005.12.05 願書
2006.05.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.14 意見書
2006.06.14 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

通常 2005-112513

通常 2005-112514

通常 2005-113087

通常:
2005-113691
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

35,43

セルフモチベーション＼ＳｅｌｆＭｏ
通常 2005-112544
ｔｉｖａｔｉｏｎ

アニバーサリープランナー

指定商品・役務

【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報提供，競売 【中間記録情報】
［審査］
の運営，財務書類の作成又は監査若しくは証明
2005.11.15 願書
2005.12.05 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.28 拒絶査定
2008.03.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【35】広告，広告の代理，商品の販売に関する情報の提供，インターネットのウェブサイトを 【中間記録情報】
利用した商品の販売に関する情報の提供，市場調査，インターネットによる広告
［審査］
2005.11.15 願書
【36】金融・財務分析，金融又は財務に関する助言，保険に関する助言，保険・金融・土地
又は建物に関する財務の評価，ファクタリング，金融又は財務に関する情報の提供，保険 2005.12.06 認定･付加情報
情報の提供，保険契約の締結の仲介，保険に関する助言，傷害保険の引受け，医療保険 2006.04.18 職権訂正履歴(職権訂正)
の引受け，保険契約の締結の仲介，保険の引受け，生命保険契約の締結の媒介，損害保 2006.04.21 職権訂正通知書(職権訂正)
険契約の締結の代理，損害保険の引受け，保険料率の算出に関する情報の提供，生命保 2006.04.28 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))
険の引受け，損害保険に係わる損害の査定，保険料率の算出
2006.07.28 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.28 拒絶査定

2008/4/7
80／84

３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37

332

基準は赤ちゃん

通常 2005-115161

43

333

立体商標

指定商品・役務
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶
の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道
車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光
学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は
保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷房装置の修
理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保
守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械
器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は
保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発
電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定
機械器具の修理又は保守，医療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印
刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器
製造機械の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理
又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修
理又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保
守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又
は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理
又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修理又は保守，農業用機械
器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プ
ラスチック加工機械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修
理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機
械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の
修理又は保守，業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又
は保守，乗物用洗浄機の修理又は保守，自動販売機の修理又は保守，動力付床洗浄機
の修理又は保守，遊園地用機械器具の修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器
【43】ソフトクリームの提供

通常:
2005-115272
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。
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.26 意見書
2006.06.26 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.08 手続補足書
2006.01.17 手続補正指令書(出願)
2006.01.26 手続補正書
2006.03.02 認定･付加情報
2006.03.02 認定･付加情報
2006.05.25 刊行物等提出書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.27 刊行物等提出による通知書
2006.06.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.29 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.07.04 意見書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶査定
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No.

334

335

336

337

338

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【43】韓国料理を主とする飲食物の提供

41

【41】民間資格取得に関する知識の教授，民間資格取得講座における教授，民間資格の 【中間記録情報】
認定及び民間資格の付与，民間資格認定試験の企画・運営又は実施，民間資格取得のた ［審査］
2005.12.14 願書
めの講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催における知識の教授
2006.05.23 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))
2006.07.03 手続補正書
2006.07.03 意見書
2006.07.18 拒絶査定

41

【41】民間資格取得に関する知識の教授，民間資格取得講座における教授，民間資格の 【中間記録情報】
認定及び民間資格の付与，民間資格認定試験の企画・運営又は実施，民間資格取得のた ［審査］
2005.12.14 願書
めの講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催における知識の教授
2006.05.23 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))
2006.07.03 手続補正書
2006.07.03 意見書
2006.07.18 拒絶査定

41

【41】資格取得に関する知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，民間資格 【中間記録情報】
取得講座における教授，公的資格取得講座における教授，国家資格取得講座における教 ［審査］
2005.12.14 願書
授，資格の認定及び資格の付与，資格認定試験の企画・運営又は実施，講演会・研修会
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
又はセミナーの企画・運営又は開催における知識の教授
条1項11号を除く))
2006.07.03 手続補正書
2006.07.03 意見書
2006.07.18 拒絶査定

41

【41】資格取得に関する知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，民間資格 【中間記録情報】
取得講座における教授，公的資格取得講座における教授，国家資格取得講座における教 ［審査］
2005.12.14 願書
授，資格の認定及び資格の付与，資格認定試験の企画・運営又は実施，講演会・研修会
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
又はセミナーの企画・運営又は開催における知識の教授
条1項11号を除く))
2006.07.03 手続補正書
2006.07.03 意見書
2006.07.18 拒絶査定

韓国鶏鍋料理＼§鶏一羽＼タ
通常 2005-115486
クハンマリ

一級建築ＣＡＤ設計士

二級建築ＣＡＤ設計士

建築ＣＡＤ一級

建築ＣＡＤ二級

通常:
2005-117560
標準

通常:
2005-117562
標準

通常:
2005-117563
標準

通常:
2005-117564
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

43
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.05.26 手続補正書
2006.05.26 意見書
2006.05.26 手続補足書
2006.05.26 代理人選任届
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.07.21 拒絶査定
2006.08.15 手続補足書
2008.02.04 登録料納付
［登録］
2008.01.28 登録査定書
2008.02.04 設定納付書
2008.02.19 登録証
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No.

339

340

商標（見本）

商標

英語教師．ＣＯＭ

スターモデル

種別 出願番号

区分

ＣＡＤ１級建築設計士

41

【41】当せん金付証票の発売及びこれに関する情報の提供，技芸・スポーツ又は知識の教
授及びこれらに関する情報の提供，献体に関する情報の提供，献体の手配，セミナーの企
画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供，図書又は記録の供覧及びこれらに
関する情報の提供，美術品の展示及びこれに関する情報の提供，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及びこれらに
関する情報の提供，映画の上映・制作又は配給及びこれらに関する情報の提供，演芸の
上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作及びこれに関する情報の提
供，レコード・コンパクトディスク・ミニディスク・ＤＶＤ原盤の制作及びマスターテープの制
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・運営又は開催及びこれらに関する
情報の提供，興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供（映画・演芸・演
劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するも
のを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の企画・運営
又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のスタジオの提供
及びこれらに関する情報の提供，運動施設の提供及びこれに関する情報の提供，娯楽施
設の提供及びこれに関する情報の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施
設の提供及びこれらに関する情報の提供，興行場の座席の手配及びこれに関する情報の
提供，映画機械器具の貸与，映写フィルムの貸与及びこれに関する情報の提供，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，図書の貸与及
びこれに関する情報の提供，レコード又は録音済みビデオディスク・コンパクトディスク・ミニ
ディスク・ＤＶＤ・光ディスク及び磁気テープの貸与，録画済みのビデオディスク・コンパクト
ディスク・ミニディスク・ＤＶＤ・光ディスク及びビデオテープの貸与，ネガフィルムの貸与，ポ
【41】民間資格取得に関する知識の教授，民間資格取得講座における教授，民間資格の
認定及び民間資格の付与，民間資格認定試験の企画・運営又は実施，民間資格取得のた
めのセミナーの企画・運営又は開催

通常:
2005-119233
標準

通常:
2005-120903
標準

通常:
2005-121757
標準

41

342

ＣＡＤ２級建築設計士

通常:
2005-121758
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

【41】英語学の教授，英語学の教授に関する助言・指導及び情報の提供，英語学の教授方 【中間記録情報】
法に関する助言・指導及び情報の提供，インターネットにおける英語学の教授に関する助 ［審査］
言・指導及び情報の提供，留学に関する情報の提供，英語圏への留学に関する情報の提 2005.12.19 願書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
供，英語圏への留学指導に関する助言・指導及び情報の提供，インターネットにおける英
項16号)
語圏への留学指導に関する助言・指導及び情報の提供
2006.07.07 手続補正書
2006.07.07 意見書
2006.07.21 拒絶査定

41

341

指定商品・役務

41

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2005.12.27 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)
2006.07.18 意見書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.07.28 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.06.06 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))
2006.07.13 手続補正書
2006.07.13 意見書
2006.07.25 拒絶査定

【41】民間資格取得に関する知識の教授，民間資格取得講座における教授，民間資格の 【中間記録情報】
認定及び民間資格の付与，民間資格認定試験の企画・運営又は実施，民間資格取得のた ［審査］
2005.12.27 願書
めのセミナーの企画・運営又は開催
2006.06.06 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))
2006.07.13 手続補正書
2006.07.13 意見書
2006.07.25 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,39,41

343

ポッドウォーク

通常:
2005-121823
標準

41

344

飛鳥検定

通常 2006-000761

※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】ダウンロード可能な音声，電子出版物，電子応用機械器具及びその部品，耳栓，加工
ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生
器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真
複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，
パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装
置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消
火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報
器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発
光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開
閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機
械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御
用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気ア
イロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，磁心，抵抗線，電極，消防
艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベ
ルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ
【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
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
【41】検定試験・資格認定試験・模擬試験の企画・運営又は実施，電気通信回線を通じて行
う検定試験・資格認定試験・模擬試験の実施，インターネットを利用した検定試験・資格認
定試験・模擬試験に関する情報の提供，検定試験受験者へのセミナーの開催，資格検定
試験受験のための学習講習会の企画・運営又は開催，教材として用いる書籍の制作，教
材として用いる印刷物の制作，教材用スライドフィルムの制作（映画・放送番組・広告用の
ものを除く。），教材用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），教材として
の電子書籍の制作及び貸与，教本・ビデオを教材とした通信教育，技芸・スポーツ又は知
識の教授，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，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，電子出版物の提供，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，スポーツの興行の企画・運営又は開催，当せん金付証票の
発売，通訳，翻訳，写真の撮影，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，興行場の座席の手配，運動用具の貸与，映画機械器具の貸与，映写
フィルムの貸与，おもちゃの貸与，楽器の貸与，カメラの貸与，光学機械器具の貸与，テレ
ビジョン受信機の貸与，図書の貸与，ラジオ受信機の貸与，レコード又は録音済み磁気
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.06.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.21 意見書
2006.07.21 手続補足書
2006.07.31 拒絶査定
2006.08.18 認定･付加情報
2006.10.06 手続補正書(方式)
2006.10.06 手続補足書
2007.08.03 登録料納付
2007.10.09 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.07.30 登録査定書
2007.08.03 設定納付書
2007.09.04 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.10 願書
2006.06.16 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.07.18 手続補正書
2006.07.18 意見書
2006.07.28 拒絶査定

2008/4/7
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３条拒絶（役務）２００６．０７.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

345

ナビアプリ＼Ｎａｖｉ Ａｐｐｌｉ

分割 2006-016477

※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，インターネットにより提供される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，インターネットにより提供されるダウンロード可能な
移動体電話機用ゲームプログラム，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，インターネット
で提供されるダウンロード可能な音楽，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
【42】気象情報の提供，建築物の設計，建築物の設計に関する情報の提供，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，デザインの考案に関する情報の提供，電子計算機のプロ
グラムの設計・作成又は保守，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.24 願書
2006.02.24 認定･付加情報
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.04.19 意見書
2006.04.19 認定･付加情報
2006.04.20 手続補足書
2006.05.24 認定･付加情報
2006.06.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.07.07 拒絶査定
2006.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.09.25 手続補正書
2006.09.26 手続補足書
2006.11.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.11.13 登録料納付
2008.01.28 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.11.07 登録査定書
2007.11.13 設定納付書
2007.12.11 登録証

