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No.

商標（見本）

1

2

商標

刑務所作業製品

ＢＢＢ

種別 出願番号

区分

ＴＥＬＥＣＡＳＴ＼テレキャスト

35,42

【35】インターネット上におけるオンライン広告スペースの提供，インターネット上におけるオ 【中間記録情報】
ンライン広告スペースの貸与，インターネット上の各ショップにおける来訪者のアクセス数 ［審査］
の統計調査及び来訪者の動向調査
2004.07.29 願書
【42】インターネットショッピングモール出店希望者に対するコンピュータウェブサイトのホス 2004.08.11 手続補正書
ティング，インターネットショッピングモール出店希望者に対するインターネットを用いて行う 2004.09.24 優先権証明書提出書
2005.01.18 認定･付加情報
各種ウェブコンテンツに係るコンピュータ用プログラムの提供，インターネットショッピング
2005.02.15 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
モール出店希望者に対するコンピュータソフトウェアの貸与
号)
2005.05.11 期間延長請求書
2005.06.13 手続補正書
2005.06.13 意見書
2005.06.17 手続補正書
2005.08.09 手続補正指示書(審査官)
2005.09.02 手続補正書
2005.10.05 上申書
2005.12.08 上申書
2006.02.13 上申書
2006.05.12 上申書
2006.08.08 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，電話による商品の販売に関する ［審査］
2004.09.30 願書
情報の提供，商品の販売契約の代理・媒介，財務書類の作成，職業のあっせん，競売の
2004.10.01 認定･付加情報
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
2005.03.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，商品の受注事務の代行，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 項16号)
2005.04.15 上申書
受付及び案内，電話による応対事務の代行，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及
2005.04.19 認定･付加情報
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
2006.08.30 拒絶査定

通常:
2004-007143
標準

優先:
2004-070129
標準

通常 2004-089777

※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，商品の展示会，見本市及び展示即売会の企画・運営及び開催，市場調査

35

3

指定商品・役務

35
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【中間記録情報】
［審査］
2004.01.16 願書
2004.03.15 認定･付加情報
2004.08.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2004.10.04 意見書
2004.11.10 職権訂正履歴(職権訂正)
2004.11.10 認定･付加情報
2004.11.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.06.17 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2006.08.11 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,41

4

学習国語新辞典

通常 2004-097255

02,37

5

6

7

ハイパーシリコン

立体商標

袋培地栽培

指定商品・役務
【09】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，教育用映像周波機
械器具・教育用音声周波機械器具・その他の教育用視聴覚機械器具，電池，電線及び
ケーブル，学習指導用装置，電気通信機械器具，電子辞書，電子辞書用ソフトウェア，イ
メージ通信・音声通信・ファイル転送・電子メール送信・チャット用のピアツーピア型のイメー
ジ通信のためのコンピュータプログラム，メッセージ送信及び電子メール通信に使用するコ
ンピューターソフトウェア及びコンピュータープログラム，電子メール・チャット等の通信機能
を有する携帯電話用プログラム，電子メール・チャット等の通信機能を有する電子計算機
用プログラム，インターネットを通じて行なう電子商取引に使用するための電子計算機用プ
ログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，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専用のプログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用
のプログラム，国語辞典の画像・文字情報を記録させたＣＤ－ＲＯＭ，国語辞典の画像・文
字情報を記録させた光磁気ディスク，国語辞典の画像・文字情報を記録させたＤＶＤ－ＲＡ
Ｍ，その他の国語辞典の画像・文字情報を記録させた記録媒体，国語辞典の画像・文字情
報を記録させたビデオディスク及びビデオテープ，電子メールを介して提供されるダウンロ
－ド可能な電子雑誌，検索用の電子計算機プログラムを記憶した国語辞典に関する電子
出版物
【16】辞典
【41】デジタル画像処理，インターネットを通じた教材の学習方法に関する助言，インター
ネット等の通信ネットワークを介した通信教育，通信回線を利用した対話型学習レッスン及
び学習カリキュラムを内容とする教育，オンラインによる教育上の試験の実施，コンピュー
ターネットワークを介した教育に関する情報の提供，学習指導に関する情報の提供，学習
塾・専門学校・国家資格取得講座・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校又は大学に
関する情報の提供，生涯学習に関する指導・助言，インターネットを利用した技芸・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，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，インターネット又はコンピュータネットワークを通じた
【02】塗料
【37】建設工事

通常:
2004-100164
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2004.11.02 願書
2004.11.04 認定･付加情報
2005.08.01 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.09.09 意見書
2005.09.09 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定
2008.02.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2004.11.26 願書
2004.11.29 認定･付加情報
2005.07.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.08.10 意見書
2005.08.10 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

39

【39】車両による輸送

01,07,41

【01】培養土，肥料，植物成長調整剤類
【中間記録情報】
【07】潅水用機械器具，施肥用機械器具，潅水制御用機械器具，その他の農業用機械器 ［審査］
具
2004.12.01 願書
【41】農業に関するセミナー・研修会・講習会の企画・運営又は開催，農業又は園芸に関す 2005.08.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
る知識の教授
項16号)
2005.09.09 意見書
2005.09.14 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶査定
2006.10.30 手続補正書
2007.12.03 登録料納付
［登録］
2007.11.22 登録査定書
2007.12.03 設定納付書
2007.12.25 登録証

通常:
2004-108291
立体

通常:
2004-109749
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2004.10.25 願書
2004.10.25 認定･付加情報
2005.04.15 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.04.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.05.25 手続補正書
2005.05.25 認定･付加情報
2005.05.25 認定･付加情報
2005.05.25 意見書
2006.08.25 拒絶査定
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No.

商標（見本）

8

9

商標

木の根橋

喜作

種別 出願番号

区分

東京遺産

43

【43】群馬県内での手打うどんの提供

通常:
2004-111223
標準

通常:
2004-111381
標準

通常:
2005-000021
標準

41

11

【中間記録情報】
［審査］
2004.12.06 願書
2005.01.28 手続補正指令書(出願)
2005.02.12 手続補正書(方式)
2005.03.11 認定･付加情報
2005.06.10 拒絶理由通知書(第6条1項又は第6条2
項)
2005.06.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.07.20 手続補正書
2005.07.20 意見書
2005.07.20 認定･付加情報
2005.07.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
【45】移動体通信端末による地図情報の提供，インターネット・携帯電話による通信を用い 【中間記録情報】
［審査］
て行う電子計算機・携帯電話器への地図情報の提供
2005.01.04 願書
2005.01.05 認定･付加情報
2005.06.10 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))
2005.07.20 手続補正書
2005.07.20 意見書
2005.07.21 認定･付加情報
2005.07.21 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
【41】ネットワーク通信を用いた医療・保健・福祉に関するセミナー・フォーラム・研修会・講
習会・研究会の企画・運営又は開催

研究集会室 Ｗｏｒｋ Ｓｈｏｐ Ｒ 通常:
2005-000078
ｏｏｍ
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

【29】豆，加工野菜及び加工果実，食用油脂，乳製品，食肉，卵，肉製品，油揚げ，凍り豆 【中間記録情報】
腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆
［審査］
【30】茶，米，菓子及びパン，穀物の加工品，調味料
2004.12.06 願書
【33】日本酒，果実酒，薬味酒
2005.06.10 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))
【43】飲食物の提供
2005.07.07 意見書
2005.07.07 手続補足書
2005.08.11 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

45

10

指定商品・役務

29,30,33,43
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【中間記録情報】
［審査］
2005.01.04 願書
2005.01.05 認定･付加情報
2005.01.18 早期審査に関する事情説明書
2005.01.21 認定･付加情報
2005.02.28 早期審査に関する報告書
2005.03.01 早期審査選定結果の通知書
2005.06.21 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))
2005.06.21 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.07.29 手続補正書
2005.07.29 意見書
2005.08.01 認定･付加情報
2005.08.01 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶査定
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No.

12

13

14

商標（見本）

商標

電子図書室 Ｅ－ｌｉｂｒａｒｙ

電子学会 Ｅ－ｆｏｒｕｍ

種別 出願番号

区分

41

【41】ネットワーク通信を用いた医療・保健・福祉に関するフォーラムの企画・運営又は開催

41

【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
【41】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 【中間記録情報】
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，書籍の製作，図書の貸 ［審査］
2005.02.17 願書
与，録画済み磁気テープの貸与
2006.02.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.03.20 意見書
2006.08.01 拒絶査定

通常 2005-000079

通常 2005-000080

ビッグファーマーのためのビッグ 通常:
2005-001696
ファーミング
標準

クオリティトレーニング

通常:
2005-012982
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】ネットワーク通信を用いた医療・保健・福祉に関する図書・記録の供覧，ネットワーク
通信を用いた医療・保健・福祉に関する電子出版物の提供
【45】ネットワーク通信を用いた医療・保健・福祉に関する新聞記事情報の提供

41
15

指定商品・役務

41,45
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【中間記録情報】
［審査］
2005.01.04 願書
2005.01.05 認定･付加情報
2005.01.18 早期審査に関する事情説明書
2005.01.19 認定･付加情報
2005.02.28 早期審査に関する報告書
2005.03.01 早期審査選定結果の通知書
2005.06.21 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.07.29 手続補正書
2005.07.29 意見書
2005.08.01 認定･付加情報
2005.08.01 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.01.04 願書
2005.01.05 認定･付加情報
2005.01.18 早期審査に関する事情説明書
2005.01.19 認定･付加情報
2005.02.28 早期審査に関する報告書
2005.03.01 早期審査選定結果の通知書
2005.06.21 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.06.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2005.07.29 手続補正書
2005.07.29 意見書
2005.08.01 認定･付加情報
2005.08.01 認定･付加情報
2006.08.08 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.01.13 願書
2006.02.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.07 意見書
2006.03.07 手続補足書
2006.04.06 認定･付加情報
2006.08.09 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,38,41

16

ＭｏｖｉｅＯｎＤｅｍａｎｄ

通常 2005-017986

39

17

見積りドット＼ジェーピー

通常 2005-026966

43

18

さと＼健康づくりの郷

通常 2005-034116

※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】携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うダウンロード可能な動
画，通信ネットワークを通じてダウンロードが可能な映像，通信ネットワークを通じてダウン
ロード可能な音声・音楽・映像
【35】携帯電話機又は電子計算機端末による通信を用いて行う広告に関する情報の提供，
コンピュータデーターベースの情報構築及び情報編集
【38】インターネットを介したオンデマンド方式による音声・画像の伝送交換，インターネット
を利用した音声・文字・映像・データの伝送交換，オンデマンド方式による音声・画像の伝
送交換，オンデマンド方式による電子計算機端末による通信，ゲームオンデマンド又はビ
デオオンデマンド方式による映像・音声の伝送交換，コンピュータネトワークによる文字
データ・映像及び音声の伝送交換，コンピュータによるメッセージ及び映像の伝送交換，コ
ンピュータによる音声・画像・文字データの伝送交換，ビデオオンデマンド方式のよる音声・
画像の伝送交換，移動体電話を利用したメッセージ及び映像による通信，移動体電話又は
電子計算機端末を用いた音声・映像・文字データの伝送交換，映像・音声・データの伝送
交換，映像・音声・デジタルデータ伝送交換及びこれに関する情報の提供
【41】インターネットを通じた映像・音楽の提供，携帯電話機又は簡易型携帯電話機による
通信を用いて行う動画の提供，コンピューターネットワークを用いた映像・音声の提供，コン
ピュータネットワークによる画像・映像・音楽・ゲームの提供，コンピュータネットワークによ
る通信を通じて行う音楽及び映像の提供，コンピュータネットワークを通じての映像・音楽
の提供，ブロードバンドネットワークによる映像の提供，通信ネットワークによる画像（動画
【39】引越の代行に関する情報の提供，引越の代行契約の媒介又は取次ぎ，貨物のこん
包に関する情報の提供，傭船の委託の媒介に関する情報の提供，寄託を受けた物品の倉
庫における保管に関する情報の提供，倉庫の提供に関する情報の提供，駐車場の場所及
び空き状況に関する情報の提供，自動車の貸与に関する情報の提供，船舶の貸与に関す
る情報の提供，車両による輸送，車両輸送に関する情報の提供，鉄道輸送に関する情報
の提供，鉄道による輸送，道路・有料道路の料金・走行距離及び渋滞に関する情報の提
供，船舶輸送に関する情報の提供，船舶による輸送

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.02.18 願書
2005.03.09 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.03.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.03.25 手続補正指令書(出願)
2005.03.29 上申書
2005.05.10 認定･付加情報
2005.05.10 認定･付加情報
2005.07.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.08.25 意見書
2005.08.29 意見書
2005.10.14 手続補正指令書(中間書類)
2006.01.20 手続却下の処分(補正指令)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.03.14 願書
2005.04.05 認定･付加情報
2005.07.27 刊行物等提出書
2005.08.26 認定･付加情報
2005.09.02 刊行物等提出による通知書
2005.10.21 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 意見書
2005.12.12 認定･付加情報
2005.12.13 認定･付加情報
2006.01.06 補正の却下の決定
2006.08.11 拒絶査定
【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 【中間記録情報】
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 ［審査］
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， 2005.04.15 願書
2005.11.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
家具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，タオルの貸与
2005.12.05 意見書
2005.12.05 手続補足書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶査定
2006.09.14 手続補足書
2007.07.03 登録料納付
［登録］
2007.06.05 登録査定書
2007.07.03 設定納付書
2007.07.24 登録証
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

19

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

01,03,07,09,11,12,1
6,17,29,30,31,32,35,
36,37,38,39,40,41,4
2

【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
【03】家庭用帯電防止剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，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，つけまつ毛
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食品加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，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
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【09】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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.11 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)
2005.09.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.09.30 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2005.12.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2005.12.19 手続補正書
2005.12.20 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.02.24 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.02 手続却下の処分(補正指令)
2006.08.25 拒絶査定
2006.08.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

ＥＣＯ－ＬＯＧＩ．ＣＯＭ＼エコロジ
通常 2005-037178
ドットコム

44

20

陶板浴＼ありあけ

通常 2005-037530

41,44

21

ｂｅａｕｔｙｄｅｓｉｇｎｅｒ＼ビューティ
デザイナー

通常 2005-040193

※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。

【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，エステティックに関する知
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，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，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
【44】美容，理容，エステティック美容に関する情報の提供，全身トリートメント，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，

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.26 願書
2005.10.11 拒絶理由通知書(第8条1項+第4条1項11
号)
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.04 意見書
2006.07.04 手続補足書
2006.08.03 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.05.09 願書
2005.10.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2005.12.02 意見書
2005.12.02 物件提出書
2006.01.06 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
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No.

22

23

24

商標（見本）

商標

語り舞台

店舗スタッフ募集．ｃｏｍ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.16 願書
2005.11.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2005.12.28 手続補正書
2005.12.28 意見書
2006.08.11 拒絶査定

35

【35】インターネットによる飲食・店舗への就職活動における求人情報の提供。ならびに個
人、企業への仲介、斡旋

【中間記録情報】
［審査］
2005.04.27 願書
2005.06.07 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.25 拒絶査定

41

【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
【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
計算機の貸与，サーバの記憶領域の貸与，電子計算機用プログラムの提供，医薬品・化
粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，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，著作権の利
用に関する契約の代理又は媒介，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこ
れらにより構成される設備の設計，建築物の設計，測量，地質の調査，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，気象
情報の提供，計測器の貸与，製図用具の貸与，理化学機械器具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 願書
2005.10.12 刊行物等提出書
2005.11.07 伺い書
2005.11.10 認定･付加情報
2005.11.15 刊行物等提出による通知書
2005.11.18 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2005.11.18 伺い回答書
2005.11.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.12 出願取下書
2006.02.14 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.25 手続却下の処分(補正指令)
2006.08.01 拒絶査定

通常 2005-042618

通常:
2005-042712
標準

東北インターナショナルスクー
ル＼ＴＯＨＯＫＵ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ 通常 2005-044567
ＯＮＡＬ ＳＣＨＯＯＬ

シェアードプラン

通常:
2005-044800
標準

35
26

コーポレートデベロップメント・
サービス

通常:
2005-048804
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】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，演劇の演出又は上演

42

25

指定商品・役務

41

【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 願書
2005.05.23 認定･付加情報
2005.11.17 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2005.12.16 手続補正書
2005.12.16 意見書
2005.12.16 認定･付加情報
2005.12.19 手続補足書
2005.12.19 認定･付加情報
2006.01.23 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定

【35】企業間の合併・業務提携および営業譲渡に関する仲介・斡旋およびコンサルティング 【中間記録情報】
［審査］
2005.05.20 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

27

28

29

30

31

商標（見本）

商標

本橋建設

スープサラダ

算賀の儀

バンケットオーケストラ

飲料貯水槽リユース工法

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【37】建築一式工事，建築工事監理，住宅建設工事，建築物のリフォーム工事，建築物の
施工管理，建築物の修理又は改築，建築物解体工事

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.02 願書
2005.06.03 認定･付加情報
2006.01.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.27 意見書
2006.02.27 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定

29,43

【29】スープのもと，即席スープ，調理済みの冷凍スープ，スープ付きのサラダ
【43】スープ及びサラダを主とする飲食物の提供

41

【41】長寿を祝う集いのパーティの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.02 願書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.07.05 手続補正書
2006.07.05 意見書
2006.08.25 拒絶査定
2006.10.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2008.02.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.10 願書
2005.06.10 手続補足書
2006.02.24 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))
2006.04.04 手続補正書
2006.04.04 手続補足書
2006.04.04 意見書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

41

【41】音楽の演奏，演芸の上演，放送番組の制作における演出，教育・文化・娯楽用ビデオ 【中間記録情報】
［審査］
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
2005.05.31 願書
2005.06.24 手続補正指令書(出願)
2005.06.27 手続補正書(方式)
2005.08.12 認定･付加情報
2005.11.18 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))
2006.01.05 手続補正書
2006.02.01 手続補正書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.03.17 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.23 手続却下の処分(補正指令)
2006.06.30 補正の却下の決定
2006.08.25 拒絶査定

37

【37】飲料貯水槽の修理

通常:
2005-049153
標準

通常:
2005-049217
標準

通常:
2005-052388
標準

通常:
2005-052500
標準

通常:
2005-053152
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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.14 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.25 拒絶査定

2008/5/8
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

32

33

34

35

商標（見本）

商標

リユース工法

セキュアネットカフェ

食事介助

食事介護

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【37】ＦＲＰ製品の修理

38,42

【38】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。）・電子計算機端末及び通信機器による
通信，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】コンピュータネットワークシステムにおける障害の遠隔監視・調査・分析又はこれらに
関する助言，コンピュータネットワークシステムにおける障害の遠隔監視・調査・分析・助言
を的確に行うための高度で専門的な知識・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の貸与，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

43,44

【43】飲食物の提供及び宿泊施設の提供
【中間記録情報】
【44】医療、動物の治療、人または動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸または林 ［審査］
業に係る役務
2005.06.06 願書
2005.07.01 手続補正指令書(出願)
2005.07.07 手続補正書(方式)
2005.08.24 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.11 手続補正書
2006.01.11 意見書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.02.15 認定･付加情報
2006.06.09 補正の却下の決定
2006.08.11 拒絶査定

43,44

【43】飲食物の提供及び宿泊施設の提供
【中間記録情報】
【44】医療、動物の治療、人または動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸または林 ［審査］
2005.06.06 願書
業に係る役務
2005.07.01 手続補正指令書(出願)
2005.07.07 手続補正書(方式)
2005.08.12 認定･付加情報
2005.12.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.11 手続補正書
2006.01.11 意見書
2006.02.15 認定･付加情報
2006.02.15 認定･付加情報
2006.06.09 補正の却下の決定
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-053153
標準

通常:
2005-054695
標準

通常 2005-055138

通常 2005-055140

※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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【中間記録情報】
［審査］
2005.06.14 願書
2005.06.22 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.25 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.16 願書
2005.12.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.01.20 上申書
2006.02.28 意見書
2006.08.25 拒絶査定
2007.05.16 手続補正書
2007.06.25 登録料納付
［登録］
2007.06.13 登録査定書
2007.06.25 設定納付書
2007.07.17 登録証

2008/5/8
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

36

37

商標（見本）

商標

畳の匠

＋４４

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

35,37

区分

【35】電子媒体及びインターネットによる広告，その他の広告，畳の販売に関する情報の提
供，畳職人のあっせん
【37】畳類の修理又はこれに関する情報の提供，畳工事，畳の清掃，畳の防カビ及び殺菌
処理又はこれらに関する情報の提供，その他の畳に関する有害動物の防除（農業・園芸又
は林業に関するものを除く。）又はこれに関する情報の提供

09,16,25,41

【09】録画済みＤＶＤ，コンパクトディスク，ミニディスク，コンパクトディスク用ケース，カセット
用ケース，ＣＤ－ＲＯＭ，デジタルコンパクトカセットテープ，デジタルオーディオレコーダー
用テープ，レコード，ＭＰ３インターネットウェブサイトから提供されるダウンロード可能なデ
ジタル音楽，ビデオカセットテープ，オーディオカセットテープ，音楽演奏録音済みレコード，
音楽演奏録画済みビデオカセットテープ，オンラインにより提供されるダウンロード可能な
音楽，インターネットからダウンロード可能なデジタル音楽，通信ネットワークを通じてダウ
ンロード可能な音楽及び映像，リングトーン，音楽家又は音楽演奏を内容とする映画，音楽
又は音楽家による演奏・ダンスの映像を記録したインターネット・その他の通信ネットワーク
からダウンロード可能な記録媒体，電子メール・インスタントメッセージング・その他の電子
メッセージ通信によりダウンロード可能な電子出版物，オンラインにより提供され又はイン
ターネットその他の通信ネットワークを通じてダウンロード可能な娯楽・音楽・舞踊・インタ
ビュー・音楽ビデオ・ファンクラブサービス及び行事等に関する話題を内容とする電子出版
物，データベース・インターネット・その他の通信ネットワークからダウンロード可能な娯楽
情報に関する電子出版物，ダウンロード可能なデジタル音楽，ＭＰ３インターネットウェブサ
イトから提供されるダウンロード可能なデジタル音楽，サングラス，普通眼鏡，その他の眼
鏡，レンズ，枠，その他の眼鏡の部品及び付属品
【16】広告及び販売促進用印刷物，ポスター，歌詞付き楽譜，パンフレット，紙製旗，楽譜，
絵本，塗り絵本，童話集，紙製掲示板，折り畳みポスター集，１枚刷り楽譜集，ＤＶＤ用ケー
ス付ブックカバー，ポストカード，写真，写真立て，ニューズレター，ステッカー，カレンダー，
グリーティングカード，トレーディングカード，ペン，鉛筆，筆記用具ケース，消ゴム，マー
カー，クレヨン，チョーク，便箋，ノートブック，ブックカバー，日記帳，バンパーステッカー，書
籍，雑学に関する書籍，ギター用コード・運指等を付記した楽譜，旅行に関する書籍，百科
辞典，漫画本，写真集，音楽及び娯楽に関する雑誌，その他の印刷物
【25】半ズボン，ジャージー製被服，ブラウス，ワイシャツ，タンクトップ，ティーシャツ，ポロ
【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】印刷物，文房具類

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.22 願書
2005.06.30 代理権変更届
2005.06.30 手続補足書
2005.08.02 認定･付加情報
2005.08.02 認定･付加情報
2006.02.21 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.29 手続補正書
2006.03.29 意見書
2006.08.22 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.23 願書
2005.07.04 優先権証明書提出書
2005.08.08 認定･付加情報
2005.08.08 認定･付加情報
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.10 期間延長請求書
2006.04.10 認定･付加情報
2006.05.10 手続補正書
2006.05.10 意見書
2006.05.10 手続補足書
2006.05.10 認定･付加情報
2006.05.10 認定･付加情報
2006.06.07 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定

通常:
2005-056661
標準

優先:
2005-057183
標準

09,16,38

38

テレビリンク

通常:
2005-057532
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］
2005.06.24 願書
2005.06.27 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)
2006.08.04 拒絶査定

2008/5/8
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36,37

39

ＵＮＯ

通常:
2005-057694
標準

39

40

リピートデリバリー

ニーズサポート

通常:
2005-059018
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.06.24 願書
2006.01.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.02.28 意見書
2006.08.11 拒絶査定

【39】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，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預かり，倉庫の提供，駐車場の提供，係留施設の提供，駐車場
の管理，荷役機械器具の貸与，自動車の貸与，車いすの貸与，自転車の貸与，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，家庭用
冷凍庫の貸与，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.12.21 拒絶理由通知書(第6条1項+第6条2項)
2005.12.26 手続補正書
2005.12.26 意見書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.16 拒絶査定

通常:
2005-059007
標準

39

41

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，企業の信用に関する調査，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，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
【39】車両による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，寄託を受けた物品の倉庫にお
ける保管

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.12.21 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))
2006.01.30 手続補正書
2006.01.30 意見書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.08.16 拒絶査定

【中間記録情報】
06,09,11,17,37,39,4 【06】金庫
【09】消火器，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，インターホン，防犯用ビデオカメ ［審査］
5

42

ホームセキュリティ７

通常 2005-059829

※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。

ラ，家庭用の防犯・防災監視制御機械器具
2005.06.30 願書
2006.01.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【11】自動点灯式照明器具
【17】ガラスに貼着する窓ガラス強化用又は窓ガラス飛散防止用又は紫外線遮断用のプラ 号)
スチックフィルム及びシート
2006.02.16 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
【37】消火器・火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器・インターホン・防犯用ビデオカメ
2006.02.20 手続補正書
ラ・家庭用の防犯・防災監視制御機械器具・自動点灯式照明器具等の設置工事，火災報
2006.02.20 意見書
知機の修理又は保守，ガス漏れ警報器の修理又は保守，盗難警報器の修理又は保守，イ 2006.02.20 手続補足書
ンターホンの修理又は保守，防犯用ビデオカメラの修理又は保守，家庭用の防犯・防災監 2006.02.24 刊行物等提出書
視制御機械器具の修理又は保守，自動点灯式照明器具の修理又は保守，金庫の修理又 2006.03.24 認定･付加情報
は保守
2006.03.24 認定･付加情報
【39】金庫の貸与
2006.03.28 刊行物等提出による通知書
【45】施設の警備，身辺の警備，火災報知機の貸与，ガス漏れ警報器の貸与，盗難警報器 2006.08.22 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,38

43

図形商標

通常 2005-061080

35,37,38,41,42

44

ストラテジックアウトソーシング
＼ＳＴＲＡＴＥＧＩＣＯＵＴＳＯＵＲＣＩ 通常 2005-061887
ＮＧ

※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】電気及び電子通信及び遠距離通信用装置及び器具，通信及び遠距離通信用装置及
び器具，データの処理・ロギング・保存・伝送・検索又は受信用の電気及び電子装置及び
器具，音・画像又は符号化されたデータの記録・伝送又は再生用の装置及び器具，写真装
置・器具及び備品，画像処理装置・器具及び備品，テレビジョン装置及び器具，ホログラ
ム，コンピュータ，コンピュータ用周辺機器，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回
路，コンピュータプログラム，コンピュータソフトウェア，磁気データ媒体であるディスク・テー
プ及びワイヤ，未記録及び記録済みの磁気カード，ＣＤ－ＲＯＭ，磁気・デジタル及び光学
式データキャリア，磁気・デジタル及び光学式データ記録及び記憶媒体（未記録及び記録
済みのもの），インターネットから提供されるコンピュータソフトウェア，コンピュータデータ
ベース又はインターネットからオンラインで提供される電子出版物（ダウンロード可能なも
の），データベース及びインターネットへの接続を可能にするコンピュータソフトウェア及び
遠距離通信用装置（モデムを含む。），データの検索を可能にするコンピュータソフトウェ
ア，コンピュータデータベース又はインターネットから提供されるデジタルミュージック（ダウ
ンロード可能なもの），ＭＰ３インターネットウェブサイトから提供されるデジタルミュージック
（ダウンロード可能なもの），インターネットから受信された音楽の再生用デバイス，ＭＰ３プ
レーヤー，衛星送信機及び受信機，電線及びケーブル，抵抗線，電極，呼出し・無線呼出
し及び無線電話装置及び器具，電話機・移動電話機及び電話用送受話器，電話機及び電
話用送受話器用附属品，電話機用アダプタ，電話機用充電器，ハンズフリーでの電話用送
受話器の使用を可能にするラウドスピーカーを組み込んだ机又は車に取り付けられたユ
ニット，車内用の電話用送受話器台，携帯電話機及び電話機器及び附属品の保持又は携
帯用に特別仕様されたバッグ及びケース，コンピュータ化されたパーソナルオーガナイ
ザー，アンテナ，電池，マイクロプロセッサ，キーボード，モデム，電子グローバルポジショニ
ングシステム，電子ナビゲーション及びポジショニング装置及び器具，監視（生体内監視を
除く。）装置及び器具，無線装置及び器具，電気制御・試験（生体内試験を除く。）・信号・検
【35】広告，トレーデイ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，
ホテルの事業の管理，人材の紹介・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，人材派遣によるコンピュータの操作，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
【37】電気工事，その他の電気通信工事，その他の建設工事，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，コン
ピュータ及びその使用に用いられるコンピュータの周辺機器の設置，コンピュータ及びその
使用に用いられるコンピュータ周辺機器の修理又は保守，その他の電子応用機械器具の
修理又は保守，通信機器の設置，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.04 願書
2006.01.12 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))
2006.04.12 期間延長請求書
2006.08.18 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2005.07.06 認定･付加情報
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 手続補正書
2006.03.01 意見書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.01 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
2006.11.27 手続補正書(方式)
2006.11.27 手続補正書
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,37,38,41,42

45

ソリューションアウトソーシング
＼ＳＯＬＵＴＩＯＮＯＵＴＳＯＵＲＣＩ 通常 2005-061888
ＮＧ

35,37,38,41,42

46

テクノロジーアウトソーシング＼
ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＯＵＴＳＯＵＲＣ 通常 2005-061889
ＩＮＧ

※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，トレーデイ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，
ホテルの事業の管理，人材の紹介・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，人材派遣によるコンピュータの操作，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
【37】電気工事，その他の電気通信工事，その他の建設工事，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，コン
ピュータ及びその使用に用いられるコンピュータの周辺機器の設置，コンピュータ及びその
使用に用いられるコンピュータ周辺機器の修理又は保守，その他の電子応用機械器具の
修理又は保守，通信機器の設置，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
【35】広告，トレーデイ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，
ホテルの事業の管理，人材の紹介・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，人材派遣によるコンピュータの操作，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
【37】電気工事，その他の電気通信工事，その他の建設工事，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，コン
ピュータ及びその使用に用いられるコンピュータの周辺機器の設置，コンピュータ及びその
使用に用いられるコンピュータ周辺機器の修理又は保守，その他の電子応用機械器具の
修理又は保守，通信機器の設置，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2005.07.06 認定･付加情報
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 手続補正書
2006.03.01 意見書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.01 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
2006.11.27 手続補正書(方式)
2006.11.27 手続補正書
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.06 願書
2005.07.13 認定･付加情報
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 手続補正書
2006.03.01 意見書
2006.03.01 認定･付加情報
2006.03.01 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
2006.11.27 手続補正書(方式)
2006.11.27 手続補正書
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,36,42

47

電子金券開発＼ｅ‐Ｃｈｅｃｋ Ｄｅ
通常 2005-062464
ｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

41,44
48

自分中心心理学

通常:
2005-063255
標準
03,29,30,32,35

49

グルカン＼ＧＬＵＣＡＮ

通常 2005-063707

※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

【16】カタログ，雑誌，新聞，トレーディングカード，その他の印刷物，文房具類，紙類，書
画，写真，写真立て，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
【35】トレーディングスタンプ・ポイントカードの発行・管理及び清算，商品の販売促進・役務
の提供促進に関する助言及び指導，商品の販売に関する情報の提供，経営の診断又は
経営に関する助言，市場調査，ホテルの事業の管理，広告，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
【36】前払式証票の発行，ギフトカードの発行，電子プリペイドカードの発行，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
購入あっせん，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
【41】セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，書籍の制作，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。）
【44】心理療法，心理療法によるカウンセリング，心理療法によるカウンセリングに関する情
報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.07 願書
2005.07.08 認定･付加情報
2006.01.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.01.19 手続補正書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.03 拒絶査定

【03】化粧品，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食
品香料，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，つけづめ，つけまつ毛化粧品、せっ
けん類，歯磨き，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，薫料
【29】植物・果実・花粉の粉末又は植物のエキス末を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆
粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，植物由来・動物由来の食物繊維を主原料とす
る錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，たん白・ゼラチンを主
原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，動物エキスを
主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，植物の樹
脂（樹液）を原料に含む錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，
大豆たんぱく・カゼイン・脱脂粉乳・ショ糖を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末
状・ゼリー状・液状の加工食品，植物発酵エキス末を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆
粒状・粉末状・ゼリー状・液状の加工食品，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，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，調味料、氷，菓子及びパン，みそ，ウース
ターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッ
シング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦
芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，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，

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.29 願書
2005.07.25 認定･付加情報
2005.07.29 認定情報通知書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.25 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.06.27 願書
2006.01.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
42

50

Ｐｏｒｔａｌ Ｍａｋｅｒ

通常 2005-065092

43

51

銀座よし田

Ｒｅｊｕｖｅｎａｔｉｏｎ！

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.07.14 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.25 拒絶査定

通常:
2005-065537
標準

03,41,44

52

指定商品・役務
【42】電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，
電子計算機用プログラムの貸与，インターネットサーバーの記憶領域の貸与，インターネッ
トサーバーの記憶領域の貸与に関する情報の提供，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に関する指導又は助言，電子計算機端末による
通信ネットワークに接続可能なサーバーに搭載できる電子計算機用プログラムの貸与及
びこれに関する情報の提供，インターネットを通じたコンピュータデータベースへのアクセス
タイムの賃貸，コンピュータデータベースの設計・作成又は保守に関する助言，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・指導及び情報の提供，電子計算機のプ
ログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの設計・作成又は保守，電子計算機用プログ
ラムの提供，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらにより構成される
設備の設計，建築物の設計，測量，地質の調査，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，気象情報の提供，計測器の
【43】うどん又はそばその他日本料理を主とする飲食物の提供その他飲食物の提供

通常 2005-065538

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.15 願書
2006.01.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.03.08 意見書
2006.03.10 手続補足書
2006.04.17 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
2006.11.27 上申書
2006.12.15 手続補正書(方式)
2007.12.04 登録料納付
2008.02.15 出願人名義変更届
2008.03.28 却下理由通知書(中間書類)
［登録］
2007.10.04 登録査定書
2007.12.04 設定納付書
2007.12.07 出願却下処分前通知
2008.01.25 納付書補充命令書(設定)
2008.02.06 納付書(設定補充)
2008.03.18 登録証

【03】化粧品
【中間記録情報】
【41】化粧方法及び化粧品に関する知識の教授，化粧方法及び化粧品に関する講演会・セ ［審査］
ミナーの企画・運営又は開催
2005.07.15 願書
【44】化粧品の使用方法に関する指導及び助言，化粧品を使用した美容，その他の美容， 2005.07.15 認定･付加情報
2005.12.13 刊行物等提出書
あん摩・マッサージ及び指圧
2006.01.17 認定･付加情報
2006.01.20 刊行物等提出による通知書
2006.01.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

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

2008/5/8
17／98

３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,35,36,39,40,42

53

ＣＯ２ＣＲＥＤＩＴ＼ＣＯ２クレジット 通常 2005-067654

09,35,36,39,40,42

54

ＣＤＭＣＲＥＤＩＴ＼ＣＤＭクレジッ
通常 2005-067728
ト

01,05,09,10,42,44
55

ｆｒｏｍ Ｃｕｒｅ ｔｏ Ｃａｒｅ

通常 2005-067836

※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】金銭登録機，現金自動預金支払機，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，電子計算機，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，磁心，抵抗線，電極，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，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，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及びＣＤ－ＲＯＭ，レ
コード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウン
ロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒
体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売
されるものを含む。）
【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，情報処理及び情報通信ネットワークに関する事業の管理・運営，情報処理及び情報通
信ネットワークの運営に関する事業の管理・運営，事業の管理又は運営に関する助言及び
援助，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，筆耕，書類の複製，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
イプライター及びワードプロセッサの貸与，電子計算機及び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者のあっせん，その他の職業のあっせん，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，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に関する情報の提供，コンピュー
ターデータベースへの情報編集及び情報構築，コンピューターによるファイルの管理，通信
販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行，求人情報の提供，自動販売機の貸与，
電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行
【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に関す
る情報の提供，資金の貸付け及び手形の割引に関する情報の提供，内国為替取引に関
する情報の提供，債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供，有価証券の貸付
【09】金銭登録機，現金自動預金支払機，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，電子計算機，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，磁心，抵抗線，電極，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，家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム，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及びＣＤ－ＲＯＭ，レ
コード，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウン
ロード可能な音楽，録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒
体，ダウンロード可能な画像，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売
されるものを含む。）
【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，情報処理及び情報通信ネットワークに関する事業の管理・運営，情報処理及び情報通
信ネットワークの運営に関する事業の管理・運営，事業の管理又は運営に関する助言及び
援助，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，筆耕，書類の複製，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
イプライター及びワードプロセッサの貸与，電子計算機及び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者のあっせん，その他の職業のあっせん，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，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に関する情報の提供，コンピュー
ターデータベースへの情報編集及び情報構築，コンピューターによるファイルの管理，通信
販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行，求人情報の提供，自動販売機の貸与，
電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行
【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に関す
る情報の提供，資金の貸付け及び手形の割引に関する情報の提供，内国為替取引に関
する情報の提供，債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供，有価証券の貸付
【01】化学品
【05】薬剤
【09】理化学機械器具，測定機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【10】診断用機械器具，医療用機械器具
【42】医療のための試験・検査又は研究，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究
【44】臨床検査，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
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))
2006.03.15 意見書
2006.08.11 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
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))
2006.03.15 意見書
2006.08.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.22 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.15 拒絶査定
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No.

56

57

商標（見本）

商標

イタリアンシノワーズ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2005.07.26 認定･付加情報
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

16,41,44

【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写
機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，
事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写
機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，
装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製
ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，
観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手
ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文
房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開
催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，
競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用
のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育
研修のための施設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の貸与，映写フィルムの
貸与，楽器の貸与，運動用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与，
図書の貸与，レコード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，ネガ
【02】バター用色素，飲料用色素，食品用染料，リキュール用色素，その他の染料，皮仕上
げ用ラッカー，動物用マーキングインキ，その他の塗料，印刷インキ（「謄写版用インキ」を
除く。），顔料，天然樹脂
【05】防腐剤，ビタミン剤，食餌療法用の食品調製剤，医薬用穀粉，医薬用ひき割り粉，医
薬用シロップ，医療用ミネラルウォーター，たら肝油，医療用放射性物質，医療用ガス，消
毒剤，コンタクトレンズ用溶液，微生物用栄養物質，薬剤菓子，医療用栄養添加剤，有害
動物駆除剤，医療用飼料添加剤，獣医科用化学薬剤，その他の薬剤，空気清浄剤，歯科
用ラッカー，その他の歯科用材料，食用植物繊維（栄養食品を除く。），心電計電極用化学
導電体，糖尿病患者用パン，食餌療法用食品，食餌療法用飲料，乳児用食品，医療用粘
着テープ，湿布剤，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，医療用腕環，はえ取り紙，防虫紙，人工受精用精液
【29】食肉，肉ゼリー，ハム，ソーセージ，ベーコン，肉エキス，レバーパテ，肉の缶詰，食用
ゼラチン，その他の肉製品，魚（生きているものを除く。），かき，甲殻類及び貝類，その他
の食用魚介類（生きているものを除く。），魚の缶詰，その他の魚介類の缶詰，その他の加
工水産物，スープのもととしてのブロス，その他のカレー・シチュー又はスープのもと，スー
プ，食用野草エキス，果実の缶詰，野菜の缶詰，保存加工をしたえんどう豆，保存加工をし
たマッシュルーム，その他の保存加工をした野菜，果肉，乾燥果実，乾燥野菜，調理用ポ
テトチップ，ジャム，チョコレートナッツ油脂，野菜サラダ，フルーツサラダ，調理済みナッツ，
その他の加工野菜及び加工果実，ポテトフリッター，冷凍果実，冷凍野菜，卵，粉末卵，そ
の他の加工卵，食用ゼリー，食用アルブミン，食用たんぱく，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，豆乳，豆腐，納豆，豆
【30】ケーキ，クッキー，ペストリー，ビスケット，氷菓，フルーツゼリー，その他の菓子及び
パン（「氷砂糖，水あめ」を除く。），ペストリー（生地），その他の穀物の加工品，小麦粉，そ
の他の食用粉類，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，米，イーストパウダー，こうじ，酵
母，ベーキングパウダー，アーモンドペースト，即席菓子のもと，アイスクリーム用凝固剤，

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.26 願書
2006.01.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

通常 2005-068595

Ｅａｒ Ｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅ＼イヤーエス
通常 2005-068754
テ

ＣＯＲＯＮＡＤＯ

通常:
2005-070418
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

【30】菓子及びパン
【43】飲食物の提供

02,05,29,30,31,32,3
5,43
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指定商品・役務

30,43
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【中間記録情報】
［審査］
2005.07.29 願書
2005.08.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.08.09 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.17 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.22 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.28 期間延長請求書
2006.07.04 手続補正書
2006.07.04 手続補足書
2006.07.04 意見書
2006.08.02 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶査定
2007.01.16 手続補正書(方式)
2007.01.16 手続補正書
2007.01.16 手続補正書(方式)
2007.01.16 代理人選任届
2007.01.16 手続補足書
2007.03.02 手続補正書
2007.10.04 登録料納付
［登録］
2007.09.25 登録査定書
2007.10.04 設定納付書
2007.10.30 登録証

2008/5/8
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No.
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.02 願書
2005.12.28 代理人辞任届
2006.01.04 認定･付加情報
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
2006.03.27 手続補足書
2006.04.24 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定

09,41

【09】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てダウ
ンロード可能な音楽・音声データ・映像・待受用の歌詞付画像（動画及び静止画を含む）・
待受用の歌詞及び音声付画像（動画及び静止画を含む）・待受用の歌詞及び音楽付画像
（動画及び静止画を含む）・着信用音源並びに音楽用プログラム，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，音声データ・着信用音源並びに音楽を録音済みの電子
回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ
等の記録媒体，その他のレコード・メトロノーム，電気通信回線を通じてダウンロード可能な
画像・電子出版物，電気通信回線を通じてダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログ
ラム・その他の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，業
務用テレビゲーム機，家庭用テレビゲームおもちゃ，業務用テレビゲーム機用のゲームプ
ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，家庭用テ
レビゲームおもちゃ用の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・その他の記録媒体，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子
回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，電子楽器用自動演奏プログラムを記
憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，録画済ビデオディスク
及びビデオテープ，携帯電話機・簡易型携帯電話機（ＰＨＳ）・その他の電気通信機械器
具，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，電動式扉自動開閉装
【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，慈善の

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.03 願書
2005.08.03 認定･付加情報
2005.11.25 代理人辞任届
2005.11.25 認定･付加情報
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.01.05 代理人受任届
2006.02.20 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.07 拒絶査定

てんけい＼天啓＼テンケイ＼Ｔ
通常 2005-071766
ＥＮＫＥＩ

うごく 歌詞待受

通常 2005-072128

ハイパータワー＼Ｈｙｐｅｒ Ｔｏｗ
通常 2005-072427
ｅｒ

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

中間記録

【21】お守り，おみくじ
【45】運勢鑑定，その他の占い，身の上相談

36
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指定商品・役務

21,45
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.04 願書
2005.08.08 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)
2006.03.07 意見書
2006.03.07 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
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No.

62

63

64

商標（見本）

商標

無垢の木と漆喰

Ｄ２Ｒ

ＡＣＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ

種別 出願番号

区分

満天の湯

【中間記録情報】
［審査］
2005.07.25 願書
2005.08.29 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)
2006.03.07 手続補正書
2006.03.07 意見書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定

42

【42】データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換，電子計算機のデータベースへの
アクセスタイムの賃貸，コンピュータソフトウェアの貸与，電子計算機のプログラムの設計・
作成又は保守，コンピュータプログラムのインストール，コンピュータソフトウェアのバージョ
ンアップ，コンピュータシステムの設計，コンピュータプログラムの変換及びコンピュータ
データの変換

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.08 願書
2005.08.24 認定･付加情報
2006.03.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.07 期間延長請求書
2006.06.07 認定･付加情報
2006.07.07 意見書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.07 手続補足書
2006.08.04 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶査定

36

【36】災害保険契約及び責任保険契約その他の損害保険契約の締結の代理，災害保険契
約及び責任保険契約その他の損害保険契約の損害の査定，災害保険契約及び責任保険
契約その他の損害保険契約の引受け，生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受
け，生命保険保険料率の算出，医療保険の引受，医療保険契約の締結の媒介，医療保険
保険料率の算出，海上保険の引受，海上保険契約の締結の媒介，海上保険にかかる損
害の査定，個人年金保険の引受，個人年金保険契約の締結の媒介，個人年金保険料率
の算出，自動車保険の引受，自動車保険契約の締結の媒介，自動車保険にかかる損害
の査定，傷害保険の引受，傷害保険契約の締結の媒介，傷害保険料率の算出，生命保険
情報の提供，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，保険に関する助言・情報の提供，旅行傷害保険契約の締結の媒
介又は取次，旅行傷害保険契約にかかる損害の査定

通常:
2005-073519
標準

通常 2005-073919

通常:
2005-075536
標準

通常:
2005-076094
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】無垢の木と漆喰による木材建築一式工事

44

65

指定商品・役務

37

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.11 願書
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.05.29 期間延長請求書
2006.06.27 意見書
2006.06.27 手続補足書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
2007.01.04 手続補正書
2007.03.26 手続補正書
2007.10.12 登録料納付
［登録］
2007.09.10 登録査定書
2007.10.12 設定納付書
2007.11.20 登録証
2007.12.14 登録証(再発行)
【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
【中間記録情報】
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・ ［審査］
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，医療情報の提供，健康 2005.08.12 願書
2005.08.15 認定･付加情報
診断，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
2006.02.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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
項16号)
具の貸与，芝刈機の貸与
2006.02.28 意見書
2006.02.28 手続補足書
2006.02.28 認定･付加情報
2006.03.29 認定･付加情報
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.22 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

66

第三の決算書

通常:
2005-076315
標準

09,42

67

第３の決算書

通常:
2005-076316
標準

35,41,42

68

ＨＲ Ｐｒｏｄｕｃｅ

通常 2005-077094

※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，ダウンロードにより提供される電子計算機用プログラム，電
子出版物，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ＭＯ・磁気
ディスク・磁気テープ，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子応用機械器具及び
その部品
【42】電子計算機用プログラムの提供・貸与，アプリケーションサービスプロバイダによる電
子計算機用プログラムの提供・貸与，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。）の貸
与，電子計算機用プログラムのインストール，電子計算機用プログラムの設計・作成又は
保守，電子計算機用プログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明，ローカルエリ
アネットワークシステム及びワイドエリアネットワークシステムの設計，インターネットサーバ
またはイントラネットサーバの設計，情報システム構築のための機器の設計並びにコン
ピュータ及びコンピュータソフトウェアの設計・作成に関するコンサルティング，電子計算機
のセキュリティシステムのためのプログラムの設計・作成又は保守及びその助言，コン
ピュータセキュリティシステム及びこれに係る機器の設計及びこれに関する助言又は情報
【09】電子計算機用プログラム，ダウンロードにより提供される電子計算機用プログラム，電
子出版物，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ＭＯ・磁気
ディスク・磁気テープ，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子応用機械器具及び
その部品
【42】電子計算機用プログラムの提供・貸与，アプリケーションサービスプロバイダによる電
子計算機用プログラムの提供・貸与，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。）の貸
与，電子計算機用プログラムのインストール，電子計算機用プログラムの設計・作成又は
保守，電子計算機用プログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明，ローカルエリ
アネットワークシステム及びワイドエリアネットワークシステムの設計，インターネットサーバ
またはイントラネットサーバの設計，情報システム構築のための機器の設計並びにコン
ピュータ及びコンピュータソフトウェアの設計・作成に関するコンサルティング，電子計算機
のセキュリティシステムのためのプログラムの設計・作成又は保守及びその助言，コン
ピュータセキュリティシステム及びこれに係る機器の設計及びこれに関する助言又は情報
【35】人材派遣による一般事務の代行，人材派遣による事務用機器の操作・電子計算機を
用いてのデータ入力・一般会社事務・秘書・経理事務，コンピュータによるデータ入力及び
データ管理に関する事務の代行，一般事務の代行，委任による日本自動車連盟入会契約
に関する事務処理代行，コンピュータシステムの操作及びコンピュータ制御が可能な機器
の操作に関する運用管理，国際標準化機構の認証取得のための企業経営に関する助言
及びこれに関する情報の提供，電子計算機並びにソフトウェア等の周辺機器の販売に関
する情報の提供，情報通信システムを利用した商品カタログによる商品の販売に関する情
報の提供，通信販売に係る一般事務・経理事務の代行，通信販売用カタログによる広告，
広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品
の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせん，
競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆
耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレッ
クス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広
告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自
動販売機の貸与
【41】人材派遣による事務機器の操作方法・電子計算機を使用することにより機能するシス
テムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.15 願書
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.07 上申書
2006.05.07 上申書
2006.06.28 手続補正書
2006.06.28 意見書
2006.08.04 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.15 願書
2006.02.27 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.04.07 上申書
2006.05.07 上申書
2006.06.28 手続補正書
2006.06.28 意見書
2006.08.04 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.18 願書
2005.08.29 認定･付加情報
2006.02.10 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 手続補足書
2006.03.17 意見書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.03.22 認定･付加情報
2006.04.26 認定･付加情報
2006.05.01 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.06.09 手続補正書
2006.06.09 意見書
2006.06.12 手続補足書
2006.06.19 認定･付加情報
2006.06.19 認定･付加情報
2006.07.19 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定
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70

商標（見本）

商標

社内１１０番

早得

種別 出願番号

区分

ユビキタスロジスティクス

16,35,36,37

【16】新聞，雑誌，その他の印刷物
【35】インターネットウェブサイトを用いた広告，インターネットウェブサイトの広告用スペース
の提供，その他の広告，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，その他の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を介した商品の売買に関する契約の媒介，経営の
診断又は経営に関する助言，競売の運営
【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，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，土地の有効活用に関する企画・助言及び指導，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，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，前
払式証票の発行
【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，土木機械器具の
【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。）又はこれらにより構成される設備の設計，デザインの考案，倉庫管理シス
テムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明，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，職業（職種・職務）適性検査に関する電子計
算機用プログラムの設計・作成又は保守，倉庫管理システムの運用・管理のためのプログ
ラムの設計・作成又は保守，その他の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，
ウェブサイトの作成又は保守，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機通信ネット
ワークシステムの設計・作成又は保守，電子計算機用プログラム又は電子計算機通信ネッ
トワークシステムの設計に関する情報の提供，倉庫管理システムの運用・管理のためのプ
ログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供，その他のコンピュータプログラムの
設計・作成又は保守に関する情報の提供，電子計算機用プログラムの設計・作成・環境設
定・インストール・機能の拡張・追加又は保守に関する助言，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・運用・機能の拡張・追加又は保守に関する助言，イン
ターネット上の個人又は企業のダイヤリー及びスケジュール入力のためのサーバーの記
憶領域の貸与，コンピュータにおけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与，ホーム
ページの作成代行，インターネットにおける検索エンジンの提供，コンピュータデータベース
へのアクセスタイムの賃貸，コンピュータによる情報処理，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，化学に関する試験又は研
究，国内及び輸出国の安全規格に基づく電気製品の試験，繊維製品の検査及び試験，美
術品の鑑定，宝石の鑑定，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，計測器の貸与，
電子計算機の貸与，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸与，特許技術情報その他各

通常:
2005-077186
標準

通常:
2005-078167
標準

通常:
2005-078183
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】企業内における告発の相談，企業内において告発された内容に関する社内調査・イ 【中間記録情報】
ンターネット上の企業に関しての消費者の意識調査その他の企業の経営に関する調査， ［審査］
企業の経営・人事管理・事業管理・事業の運営・労務及び総務に関する指導・助言及び情 2005.08.18 願書
報の提供，法律相談への来訪者の受付
2005.08.18 認定･付加情報
【45】個人の行動に関する調査
2006.02.14 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))
2006.03.27 手続補正書
2006.03.27 手続補足書
2006.03.27 意見書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.08.23 拒絶査定

42

71

指定商品・役務

35,45
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.08.25 手続補正指令書(出願)
2005.09.27 手続補正書(方式)
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.23 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.08.22 願書
2005.08.22 認定･付加情報
2006.02.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

2008/5/8
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

72

73

74

75

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

09,42

【09】基地局無線通信機械器具，アンテナ，電気通信機械器具用モジュール，トランシー
【中間記録情報】
バー，その他の電気通信機械器具，無線通信網の監視・操作・管理・更新・認証・暗号化の ［審査］
ためのコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア，その他の電子応用機械器具 2005.08.29 願書
及びその部品，配電又は制御用の機械器具，電池，電線及びケーブル，電池
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
【42】無線通信網の分野における技術的助言，無線通信網の分野におけるデザインの考 条1項11号を除く))
2006.05.17 期間延長請求書
案，機械器具に関する試験又は研究
2006.08.18 拒絶査定

35,42

【35】市場調査
【中間記録情報】
【42】デザインの考案，建築又は都市計画に関する研究，電気に関する試験又は研究，土 ［審査］
2005.08.18 願書
木に関する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

36

【36】損害保険の引受け，損害保険に関する情報の提供，損害保険についての相談及び
助言，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係る損害の査定，損害保険契約者に代
わってする事故の処理，保険料率の算出，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，生命保険についての相談及び助言，医療保険の引受
け，医療保険に関する情報の提供，介護保険（公的なものを除く。）の引受け，介護保険
（公的なものを除く。）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，外国通貨の両替，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（プリペイドカード）の発行又は販売の代理，古物営業法に係る金券類の売
買，古物営業法に係る金券類の売買価格に関する情報の提供，株式市況・金融市況・外
国為替市況・金融市場・金利・税金・財務に関する情報の提供，その他の金融情報の提
供，財務に関する助言，確定拠出年金に関する運用管理の受託，確定拠出年金に関する
資産管理契約の引受け，確定拠出年金に関する運用管理の受託についての情報の提
供，確定拠出年金に関する資産管理契約の引受けについての情報の提供，その他の私的
年金に関する情報の提供，企業の信用に関する調査についての情報の提供，国・地方公
共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱，電話・ファクシミリ・イン
ターネットによる振込・振替，電話・ファクシミリ・インターネットによる預金の残高照会の代
行，電話・ファクシミリ・インターネットによる取引明細の内容照会の代行，自動引き落とし
の明細に関する情報の提供，現金支払残高及び預金残高照会の代行，有価証券の売買・
有価証券先物取引・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・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・

通常 2005-080484

使いやすさ検証済製品認証制
通常 2005-081131
度

企業型年金情報センター

通常:
2005-081184
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】商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び運営，商品の販売促進・役務の 【中間記録情報】
提供促進のための広告，販売又は営業促進のための優待カードの発行・管理及び清算， ［審査］
2005.08.24 願書
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
2005.08.29 認定･付加情報
2005.09.22 手続補正書(方式)
2005.10.24 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)
2006.08.04 拒絶査定

インポートプレミアム保証＼イン
通常 2005-079149
ポートプレミアムホショウ

４＼ＷＩ

指定商品・役務

35
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.30 願書
2005.09.05 認定･付加情報
2006.02.22 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))
2006.03.27 手続補正書
2006.03.27 意見書
2006.03.28 手続補足書
2006.03.28 認定･付加情報
2006.03.28 認定･付加情報
2006.04.24 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶査定

2008/5/8
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
39,42,43

76

エコスタイル＼ＥＣＯＳＴＹＬＥ

通常 2005-081435

42,44

77

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.31 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.28 手続補正書
2006.03.28 手続補足書
2006.03.28 意見書
2006.05.01 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶査定

アンチエージング・サプルメント
センター＼Ａｎｔｉ－Ａｇｉｎｇ Ｓｕｐ 通常 2005-081629
ｐｌｅｍｅｎｔ Ｃｅｎｔｅｒ

42

78

指定商品・役務
【39】家庭用及び業務用のガスの供給に関する割引料金制度の情報の提供，地域暖冷房
の供給，熱電併給システムによる熱の供給，ガスの供給，電気の供給，水の供給，熱の供
給，ガス・電気・水・熱の供給に関する情報の提供，機械式駐車装置の貸与，家庭用冷凍
冷蔵庫の貸与，家庭用冷凍庫の貸与，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，鉄道による輸送，車両による輸送，道
路情報の提供，自動車の運転の代行
【42】省エネルギーのための家庭内・オフィス内又は工場内の電気・ガス・水道の使用状況
に関する調査及びこれらに関する情報の提供，家庭内・オフィス内又は工場内の電気機
器・ガス機器・水道機器に取り付けられた監視用の電子計算機用プログラムの遠隔操作，
気象情報の提供，ガス漏れ警報器・火災報知器・煙検知機及びその他の防犯・防災設備
機器の設計に関する助言，ガスメータの貸与，電子計算機のプログラムの設計・作成又は
保守，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
【43】飲食物の提供，商品展示場の提供，商品展示用機材の貸与，商品展示会施設の貸
与，販売促進のための商品展示会施設の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，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
【42】医薬品・化粧品又は加工食品の試験・検査・研究及び評価並びにこれらに関する情
報の提供
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，医療用機械器具
の貸与，健康の維持・促進のための栄養に関する情報の提供，健康の維持・促進に関す
る栄養に関する助言及び指導，医師・クリニック・病院・薬局等医療に関する情報の提供

【42】医薬品・化粧品又は加工食品の試験・検査・研究及び評価並びにこれらに関する情
報の提供

抗加齢サプルメントクリニック＼
Ａｎｔｉ－Ａｇｉｎｇ Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ
通常 2005-081630
Ｃｌｉｎｉｃ

※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］
2005.08.19 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.03.28 意見書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.19 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.03.28 手続補正書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
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No.

79

80

81

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【42】医薬品・化粧品の試験・検査・研究及び評価ならびにこれらに関する情報の提供

42

【42】医薬品・化粧品又は加工食品の試験・検査・研究及び評価並びにこれらに関する情
報の提供

29,42

【29】ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキスを主成分とした粉末状・粒状・顆粒状・錠剤 【中間記録情報】
状・液状・ゲル状・カプセル状・タブレット状の加工食品
［審査］
2005.08.19 願書
【42】医薬品・化粧品又は加工食品の試験・検査・研究及び評価並びにこれらに関する情
2006.02.17 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))
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

抗加齢医療サプルメント＼Ａｎｔｉ
－Ａｇｉｎｇ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｓｕｐｐｌｅｍ 通常 2005-081631
ｅｎｔ

サプルメントメディケア＼Ｓｕｐｐｌ
通常 2005-081632
ｅｍｅｎｔ Ｍｅｄｉ－Ｃａｒｅ

サプルメントクリニック＼Ｓｕｐｐｌ
通常 2005-081633
ｅｍｅｎｔ Ｃｌｉｎｉｃ

※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
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【中間記録情報】
［審査］
2005.08.19 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.08.19 願書
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))
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
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No.

82

83

84

商標（見本）

商標

建築知識能力検定試験

ごまめ

立体商標

種別 出願番号

区分

ＫｅｉｔａｉＡｆｆｉｌｉａｔｅ

32,43

【32】飲料用野菜ジュース，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
【43】飲食物の提供

05,10,44

【05】薬剤，獣医科用剤，医療用生理薬，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，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液
【10】医療用機械器具，薬剤の使用を助けるための医療用機械器具，医療用注射器，お
しゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイト，乳首，
氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓膜用材
料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，家庭用電気
マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【44】医業，獣医業，衛生管理，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
【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，郵便切手のはり付けチェック装置，電気通信機械器
具，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面
ゲームおもちゃ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，ダウン
ロード可能な音声・音楽・画像・映像・文字・図表，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，広告の代理・媒介又は取次ぎ，インターネットにおける広告用スペースの提供，
トレーディングスタンプの発行，販売促進のためのポイントの発行及び管理，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，財務書類の作成，
財務書類の監査又は証明に関する情報の提供，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，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算
機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，広告用具の貸与，求
人情報の提供，商品の売買契約の仲介，商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介，コン
ピュータによるオンラインでの商品の受注・発注事務の代行，コンピュータデータベースへ
の情報構築及び情報編集
【42】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，ウェブサイトに関するデザインの考案及びこれ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・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

通常:
2005-082757
標準

通常:
2005-082989
標準

通常:
2005-084456
立体

通常:
2005-085726
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】建築知識能力検定試験の実施，建築知識能力検定試験に関する知識の教授，建築 【中間記録情報】
知識能力検定試験のための通信教育，建築知識能力検定試験のためのセミナーの企画・ ［審査］
2005.09.05 願書
運営又は開催，建築知識能力検定試験に関する情報の提供
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))
2006.04.03 手続補正書
2006.04.03 意見書
2006.06.16 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.16 手続補正指令書(中間書類)
2006.06.27 手続補正書
2006.06.27 手続補正書
2006.08.10 認定･付加情報
2006.08.10 認定･付加情報
2006.08.22 拒絶査定

09,35,42
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指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.05 願書
2005.09.05 認定･付加情報
2006.02.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.03.31 意見書
2006.03.31 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.08 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))
2006.08.21 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2005.09.14 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)
2006.08.25 拒絶査定
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商標（見本）

商標

ホットアロマ

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍｏｎｅｙ

種別 出願番号

区分

病院ＡＴＭ

35,36

【35】広告，広告に関する情報の提供，商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催，
広告用ビデオの制作，インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供，
トレーディングスタンプの発行，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，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の売上又は売上ラン
キング情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，インターネットによる商品
の売買契約の媒介，その他の商品の売買契約の媒介，景気動向の分析，ホテルの事業の
管理，事業内容・事業規模その他の企業の概要に関する情報の提供，その他の企業情報
の提供，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，一般事務の代行，経理事務の代行，福利厚生事務の代行，通信販売の注文・受
付・発注に関する事務処理の代行，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，タイムレコーダーの貸与，求人情報の提
供，コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集，自動販売機の貸与
【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，デビットカード利用者に代わってする支払代金の清
算，電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算，移動体電話又は電子計算機端末
を用いた通信による預金の残高照会の代行，預金口座に関する情報の提供，通信による
振込・振替の提供，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金の徴収の代行，有価証券
【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，医療費の徴収の代行，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
【42】コンピュータシステムの構築・設計・作成・保守又はこれらに関する情報の提供及び助
言，電子計算機のプログラムの設計・作成・保守又はこれらに関する情報の提供及び助
言，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの貸与，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，気

通常 2005-085733

通常 2005-085752

通常 2005-085878

※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，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹の植樹，肥料の散
【中間記録情報】
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・ ［審査］
2005.09.13 願書
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 2006.03.06 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)
2006.08.29 拒絶査定
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

36,42

88

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2005.09.13 認定･付加情報
2006.03.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.26 意見書
2006.04.26 手続補足書
2006.04.27 認定･付加情報
2006.06.02 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.13 願書
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 拒絶査定
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09,42

89

ＩＭＡＧＥ ＦＩＬＴＥＲ

通常:
2005-086547
標準

36,37,42

90

ＬＯＨＡＳ ＧＲＯＵＰ

通常:
2005-087449
標準

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

指定商品・役務

中間記録

【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.15 願書
2006.03.14 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.01 拒絶査定
2007.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.22 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36,37,42

91

ＬＯＨＡＳ ｈｏｕｓｅ

通常:
2005-087453
標準

36,37,42

92

ＬＯＨＡＳ ＰＡＲＫ

通常:
2005-087455
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
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.22 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36,37,42

93

自然治癒の家

通常:
2005-087456
標準

19,21,37

94

等圧

通常:
2005-088175
標準

35,42

95

モブログアルバム

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
【19】プラスチック製建築専用材料
【21】植木鉢
【37】建築一式工事，土木一式工事，屋根工事

通常:
2005-088247
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。

【35】携帯電話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う広告の配信，携帯電
話・インターネットその他の通信ネットワーク上における広告の代理，携帯電話・インター
ネットその他の通信ネットワーク上における広告スペースの提供，その他の広告，商品の
販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケートの実施，商品の販売
促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケートの実施に関する情報の提
供，商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケートの応募に
関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，商品の販売促進又は役務の提供促進
のための企画及び運営，経営の診断及び指導，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，書類の複製，速記，筆耕，一般事務の代理又は代
行，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，求人情報の提供，自動販売機の貸
与，コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集
【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，
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，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の代理，著作権の利
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.16 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)
2006.08.22 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.10.31 手続補正指令書(出願)
2005.11.07 手続補正書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.03.27 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.29 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.21 願書
2005.09.21 認定･付加情報
2006.03.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.03.10 職権訂正通知書(職権訂正)
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))
2006.08.25 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,41

96

電子会計実務検定試験

通常:
2005-089643
標準

41

97

（カワ モト）＼河本

ＰＥＯＰＬＥ ＬＩＶＩＮＧ ＷＩＴＨ Ｃ
優先 2005-090209
ＡＮＣＥＲ

44

99

ｅ－栄養

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.12 願書
2006.02.24 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))
2006.03.09 手続補正書
2006.03.09 意見書
2006.05.11 認定･付加情報
2006.08.03 拒絶査定

【42】マルチユーザーグローバルコンピュータ情報ネットワークを通じた患者及びその家族
への癌関連情報の提供，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，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，肥料の配布，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
【44】医業，医療情報の提供，栄養の指導，栄養に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2005.10.05 手続補正指令書(出願)
2005.10.14 手続補正書(方式)
2005.12.02 優先権証明書提出書
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.10 認定･付加情報
2006.01.10 認定･付加情報
2006.03.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.09 期間延長請求書
2006.07.10 意見書
2006.07.10 手続補足書
2006.08.09 認定･付加情報
2006.08.17 拒絶査定

通常 2005-090170

42

98

指定商品・役務
【09】学習参考書・その他の刊行物の内容を記憶させたＣＤ－ＲＯＭ、電子計算機用プログ
ラムを記憶させたＣＤ－ＲＯＭ、録音済み磁気ディスク・磁気テープ、録画済みビデオディス
ク・ビデオテープ
【16】印刷物、カタログ、雑誌、書籍、新聞、パンフレット
【35】看板による広告、はり紙による広告、インターネットのホームページを利用した広告、
市場調査、経営の診断及び指導、職業のあっせん、人材派遣によるＯＡ機器の操作・デー
タ入力・一般会社事務・受付・秘書・経理事務、書類の複製、求人情報の提供、職業（職
種・職務）適正検査
【41】インターネットを利用した検定試験に関する情報の提供、インターネットを利用した検
定試験・模擬試験に関する情報の提供、インターネットを利用した検定試験・模擬試験に関
する企画・運営・実施、技芸・スポーツ又は知識の教授、インターネット又はコンピュータ
ネットワークを通じた通信端末を利用した知識の教授、技芸又は知識の教授、人材派遣に
よる事務機器の操作方法・電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法
【41】日本舞踊の教授

通常 2005-091299

※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］
2005.09.12 願書
2006.03.03 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.04.05 意見書
2006.04.05 物件提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.30 願書
2005.11.25 手続補正指令書(出願)
2005.12.21 手続補正書(方式)
2006.01.25 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,30,43

100

アジアンスパイス

通常:
2005-091904
標準

03,05,10,29,30,32,3
5,41,42

101

§Ｒｅａ∞Ｌａｂｏ

通常 2005-091964

36

102

もっと身近に

通常:
2005-092376
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

【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 【中間記録情報】
［審査］
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，調理済みカレー，お茶漬けの 2005.10.03 願書
り，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
2005.10.06 認定･付加情報
【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
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ 項16号)
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 2006.08.11 拒絶査定
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，調理済みカレーライス，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
【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，
【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］
2005.10.03 願書
のり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，芳香
2005.10.03 認定･付加情報
剤，消臭芳香剤，その他の香料類，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，つけまつ毛
2006.03.10 代理人受任届
【05】消臭剤（工業用のもの及び身体用のものを除く。），芳香消臭剤（工業用のもの及び身 2006.03.17 拒絶理由通知書(第3条1項柱書)
2006.04.26 手続補正書
体用のものを除く。），防臭剤（身体用のものを除く。），芳香防臭剤（身体用のものを除
2006.04.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
く。），脱臭剤（工業用のものを除く。），その他の薬剤，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 2006.05.26 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
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 2006.08.29 拒絶査定
用おしめ，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，食餌療法用食品，
食餌療法用飲料
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【29】ミネラル・ビタミン・植物エキス又は粉末・動物エキス又は粉末・海藻エキス又は粉末を
主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・液状・クリーム状・ペースト状・フィルム状・カプ
セル状・軟カプセル状の加工食品，食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きている
ものを除く。），冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚
げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，
お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，香辛料，アイ
スクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，アーモンドペースト，ぎょ
【36】預金の受入れ（債権の発行により代える場合を含む。）及び定期預金の受入れ，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， 2005.10.04 願書
2005.10.21 手続補正指令書(出願)
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 2005.12.27 出願人名義変更届(一般承継)
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 2005.12.27 手続補足書
2006.01.27 通知書(却下処分前通知)
代行，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
2006.02.24 通知書(再提出通知)
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 2006.03.31 手続補正書
2006.05.25 認定･付加情報
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 2006.05.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.02 職権訂正通知書(職権訂正)
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 2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
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 2006.07.13 手続補正書
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 2006.07.13 意見書
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 2006.07.13 手続補足書
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 2006.07.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.21 職権訂正通知書(職権訂正)
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
2006.08.11 認定･付加情報
金支払機・現金自動預け払い機の貸与
2006.08.25 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

103

104

商標（見本）

商標

あなたのそばに

ＩＴ－Ｆｏｒｅｘ

種別 出願番号

区分

ペットアカデミー

36,38

【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
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
【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
【41】愛玩動物の飼育・調教・理容に関する知識の教授，愛玩動物の飼育・調教・理容に関
する通信教育による知識の教授，愛玩動物の飼育・調教・理容に関するセミナーの企画・
運営又は開催，愛玩動物の飼育・調教・理容に関する情報の提供，愛玩動物の飼育・調
教・理容に関する知識又は技能を認定する試験の実施，愛玩動物の飼育・調教・理容に関
する電子出版物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 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))
2006.08.25 拒絶査定
2007.10.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【42】データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.22 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

通常:
2005-092377
標準

通常 2005-092497

通常:
2005-093752
標準

42
106

ＣＤレター

通常 2005-093820

※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】預金の受入れ（債権の発行により代える場合を含む。）及び定期預金の受入れ，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， 2005.10.04 願書
2005.10.14 手続補正指令書(出願)
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 2005.12.27 出願人名義変更届(一般承継)
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 2005.12.27 手続補足書
2006.01.20 通知書(却下処分前通知)
代行，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
2006.02.24 通知書(再提出通知)
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 2006.03.24 手続補正書
2006.04.21 認定･付加情報
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 2006.05.29 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.06.02 職権訂正通知書(職権訂正)
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 2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
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 条1項11号を除く))
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 2006.07.13 手続補正書
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 2006.07.13 意見書
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 2006.07.13 手続補足書
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 2006.07.13 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.07.21 職権訂正通知書(職権訂正)
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
2006.07.24 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
金支払機・現金自動預け払い機の貸与
2006.08.11 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定

41
105

指定商品・役務

36
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.06 願書
2005.10.07 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))
2006.08.11 拒絶査定
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No.

107

108

109

110

商標（見本）

商標

エスクロー調査

ＲＯＯＭ ＬＡＮ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【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］
2005.10.07 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
2006.03.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

38

【38】インターネットに接続するための回線の提供，電子計算機端末による通信のための通 【中間記録情報】
［審査］
信回線の提供
2005.10.07 願書
2005.10.11 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)
2006.08.21 拒絶査定

42

【42】医薬品・化粧品又は加工食品の試験・検査・研究及び評価並びにこれらに関する情
報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
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))
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.03.28 手続補正書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

42

【42】医薬品・化粧品又は加工食品の試験・検査・研究及び評価並びにこれらに関する情
報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
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))
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

通常:
2005-094109
標準

通常:
2005-094148
標準

サプリメントクリニック＼Ｓｕｐｐｌｅ
通常 2005-094310
ｍｅｎｔ Ｃｌｉｎｉｃ

サプリメントメディケア＼Ｓｕｐｐｌ
通常 2005-094311
ｅｍｅｎｔ Ｍｅｄｉ－Ｃａｒｅ

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

中間記録
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
29,42

111

抗加齢サプリメントクリニック＼
Ａｎｔｉ－Ａｇｉｎｇ Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ
通常 2005-094312
Ｃｌｉｎｉｃ

42

112

抗加齢医療サプリメント＼Ａｎｔｉ
－Ａｇｉｎｇ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｓｕｐｐｌｅｍ 通常 2005-094313
ｅｎｔ

42

113

アンチエージング・サプリメント
センター＼Ａｎｔｉ－Ａｇｉｎｇ Ｓｕｐ 通常 2005-094319
ｐｌｅｍｅｎｔ Ｃｅｎｔｅｒ

※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

【29】ビタミン・ミネラル・植物エキス・動物エキスを主成分とした粉末状・粒状・顆粒状・錠剤 【中間記録情報】
状・液状・ゲル状・カプセル状・タブレット状の加工食品
［審査］
2005.09.27 願書
【42】医薬品・化粧品又は加工食品の試験・検査・研究及び評価並びにこれらに関する情
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
報の提供
号)
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
【42】医薬品・化粧品の試験・検査・研究及び評価ならびにこれらに関する情報の提供
【中間記録情報】
［審査］
2005.09.27 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.26 上申書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.06.22 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
【42】医薬品・化粧品又は加工食品の試験・検査・研究及び評価並びにこれらに関する情 【中間記録情報】
［審査］
報の提供
2005.09.27 願書
2006.02.17 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.02.28 代理人受任届
2006.03.17 手続補正書
2006.03.17 意見書
2006.03.28 手続補正書
2006.03.28 意見書
2006.04.18 手続補正書
2006.05.19 手続補正指令書(中間書類)
2006.05.23 上申書
2006.05.26 上申書
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37

114

水道Ｅマーケット

通常 2005-094404

37

115

空調Ｅマーケット

通常 2005-094405

41

116

スナックムービー＼Ｓｎａｃｋ Ｍ
通常 2005-094451
ｏｖｉｅ

44
117

鉱石発汗浴

通常 2005-094466

※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，暖冷房装置の修 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.10.08 願書
守，冷凍機械器具の修理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修
2005.10.12 認定･付加情報
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
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
掃，床磨き，し尿処理槽の清掃，浴槽又は浴槽がまの清掃，貯蔵槽類の清掃
号)
2006.05.16 意見書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定
【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，暖冷房装置の修 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.10.08 願書
守，冷凍機械器具の修理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修
2005.10.12 認定･付加情報
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
2006.04.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
掃，床磨き，し尿処理槽の清掃，浴槽又は浴槽がまの清掃，貯蔵槽類の清掃
号)
2006.05.16 意見書
2006.05.17 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定
【41】インターネットを利用した映像・音楽の提供オンラインによる電子書籍・音楽・画像・映 【中間記録情報】
像の提供，オンラインによるゲームの提供，コンピュータネットワークを利用した音楽の演 ［審査］
2005.10.11 願書
奏の映像の提供及び音楽の演奏に関する情報の提供，映像の上映，映像ソフトウェアの
原盤の制作，音楽・映像を記録したＣＤ－ＲＯＭ原盤の制作，音楽・映像を記録したレコード 2005.10.13 認定･付加情報
原盤・マスターテープの制作，音楽及び映像用磁気テープ並びに磁気ディスクの原盤の制 2005.10.21 認定情報通知書
作，音楽用又は映像用のスタジオの提供，スポーツ・音楽・美術・映画・演芸・演劇・ホーム 2006.03.24 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
ページコンテストにおける賞の企画又は運営，ライブパフォーマンスにおける演芸の上演又 条1項11号を除く))
は音楽の演奏，ラジオ・テレビでの音楽の演奏及び演芸の上演，映画・演芸・演劇・音楽の 2006.06.08 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.04 拒絶査定
演奏の興行の企画又は運営，音楽コンクールの企画・運営又は開催，写真の撮影並びに
これに関する情報の提供，写真の展示，写真の展示施設の提供，写真を記録したＣＤ－Ｒ
ＯＭ形式の電子出版物の制作，写真コンテスト及び写真展の企画・運営又は開催，写真画
像データの記録媒体への複製，書籍・漫画・雑誌・写真集の制作，電子書籍・電子漫画・電
子雑誌・電子写真集の制作，エキシビジョン・コンサート・映画及びアートイベントの上演の
ための施設の提供，雑誌・書籍の制作に関する指導・助言・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，ネガフィルム・ポジフィルムの貸与，映画フィルムの貸与，絵画の貸与，写真の貸
与，書画・美術品の貸与及びこれらに関する情報の提供，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写
真の画像・文字情報を記録させた磁気テープ・磁気カード・磁気シート・磁気ディスク・光ディ
スク・電子回路の貸与，電子計算機端末による通信を用いた映画・演芸・演劇又は音楽の
演奏に関する本・ビデオテープ及びオーディオテープの貸与，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，
【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，
【中間記録情報】
［審査］
きゅう，柔道整復，はり，栄養の指導，医療用機械器具の貸与
2005.10.11 願書
2005.10.11 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)
2006.08.18 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41

118

プロレスファン

通常 2005-094487

03,35,44

119

美的生活

通常:
2005-095360
標準

03,35,44

120

美的生活提案

通常:
2005-095362
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，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，職業のあっせ ［審査］
2005.10.11 願書
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・ 2005.10.19 認定･付加情報
2006.03.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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 項16号)
供，自動販売機の貸与
2006.08.01 拒絶査定
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
組の制作における演出，映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために
使用されるものの操作，スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供，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
【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］
2005.10.13 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 2005.10.13 認定･付加情報
毛
2006.03.29 刊行物等提出書
【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， 2006.04.28 認定･付加情報
2006.05.12 刊行物等提出による通知書
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，新聞の予約購買の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複 2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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 2006.06.12 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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， 2006.08.25 拒絶査定
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
【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
【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，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料
2005.10.13 願書
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 2005.10.13 認定･付加情報
毛
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【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， 2006.08.25 拒絶査定
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，新聞の予約購買の取次ぎ，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
【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
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
16,35,41

121

知の財産

通常:
2005-095789
標準

09,42

122

ＣｏｍｍｕｎｉｔｙＳｔｏｒａｇｅ＼コミュ
ニティストレージ

通常 2005-096129

09,42

123

ＣＯＭＭＵＮＩＴＹＳＴＯＲＡＧＥ＼
コミュニティストレージ

通常 2005-096130

※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】書籍，専門書，問題集，参考書，学習書，雑誌，新聞，パンフレット，印刷物
【35】教師のあっせん，人事管理・労務管理，教育組織・学習塾の設立に関する企画の立
案及び指導又は助言，教育事業の管理
【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，書籍の製作，学習支援に関する知識の教授，学習支援に関す
る教材・書籍の企画・制作，学習支援に関するセミナー・イベントの企画・開催・運営，教育
者の育成，知識の教授に関する助言，学習支援組織や学習塾における知識の教授に対す
る指導又は助言，学習支援組織や学習塾に関する情報の提供，放送番組の制作，教育・
文化・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，教育研修のための施設の提供，図書の貸与，録画済み磁気テープの貸与
【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
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.13 願書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.23 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
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 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
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

124

ＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＳｏｌｕｔｉｏｎ＼サス
テナブルソリューション

通常 2005-096133

09,42

125

ネットワーク＼ＴＯ＼コンセント

通常 2005-096139

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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
【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
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中間記録
【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)
2006.08.18 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)
2006.08.18 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41,42

126

ケータイマスコット

通常 2005-096296

09,41

127

§音ぱつ∞音楽＼発電所

通常 2005-096301

※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】携帯用通信機械器具，カーナビゲーション装置及びその部品，その他の電気通信機
械器具，電子計算機端末装置，電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電
子応用機械器具用コンピュータプログラム，移動体電話による通信を通じてダウンロード可
能な移動体電話機用コンピュータプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，
携帯情報端末，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメ
ラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像デー
タ等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，携帯用通信機械器具・電話
機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプロ
グラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディス
ク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード可能な画像
（動画・静止画を含む）・音楽・音声，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，カメラその他の写真機械器具
【41】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営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を用いて行う電子出版物の提供，その他の電子出版
物の提供，電子計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催，図書及び記録
の供覧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を用いて行う音声・
音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれらに関する情報の提供，その
他の娯楽情報の提供
【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，
移動体電話機用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守，移動体電話機用のコン
ピュータプログラムの提供，インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供，電子化した
写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与，電子計算機端
【09】音声・音楽・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体，通信ネットワークを通じて
ダウンロード可能な音声・音楽・映像・画像，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），
アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録
機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又
は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数
計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステー
ション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズ
ル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜
水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相
機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気
ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防
艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベ
ルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【41】電気通信回線を通じて行う映像・画像・音楽及び音声の提供，当せん金付証票の発
売，技芸・スポーツ又は知識の教授，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

【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条各号+第4条1項11
号)
2006.05.01 手続補正書
2006.05.01 手続補足書
2006.05.01 意見書
2006.06.01 認定･付加情報
2006.08.01 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.14 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)
2006.08.15 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,41

128

音ぱつ

130

06,37

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料
【37】フェンスの工事，フェンスの修理又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 拒絶査定

06,37

【06】建築用又は構築用の金属製専用材料
【37】フェンスの工事，フェンスの修理又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 拒絶査定

37

【37】フェンスの工事，フェンスの修理又は保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.29 拒絶査定
2007.12.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-096302
標準

131

132

マイクを使わないキャリアガイダ
通常 2005-096585
ンス

エクステリア・リフォーム

ＥＸテリア・リフォーム

Ｖリフォーム工法

通常:
2005-096802
標準

通常:
2005-096803
標準

通常:
2005-096804
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］
2005.10.14 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)
2006.08.15 拒絶査定
2006.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

41
129

指定商品・役務
【09】音声・音楽・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体，通信ネットワークを通じて
ダウンロード可能な音声・音楽・映像・画像，耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），
アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録
機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又
は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数
計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステー
ション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズ
ル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメッ
ト，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜
水用機械器具，業務用テレビゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シ
ミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相
機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気
ブザー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防
艇，ロケット，消防車，自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームお
もちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベ
ルト，ウエットスーツ，浮袋，運動用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレー
ター，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済み
ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【41】電気通信回線を通じて行う映像・画像・音楽及び音声の提供，当せん金付証票の発
売，技芸・スポーツ又は知識の教授，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
【41】セミナー・説明会・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
に関する情報の提供，セミナー・説明会・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・開
催・運営に関する知識の教授，セミナー・説明会・シンポジウム・会議・講演会・研修会に関
する助言
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.10.17 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.25 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

133

134

135

136

137

138

商標（見本）

商標

メディカルトリマー

ＧＩＦＴ

ギフト

あんしん保険

あんしん少額短期保険

ＩＴ ジュニアコンテスト

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【03】せっけん類，愛玩動物用シャンプー，愛玩動物用化粧品，クリーム，歯磨き剤
【41】動物の美容・理容・治療・飼育の知識の享受
【44】動物の美容・理容，動物の治療，動物の飼育

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.04 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))
2006.06.06 再送
2006.06.27 再送
2006.08.25 拒絶査定

35

【35】商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営及び開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.10.18 認定･付加情報
2006.03.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.08 意見書
2006.05.09 手続補足書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.08.16 拒絶査定
2006.11.15 手続補正書
2006.11.21 手続補足書

35

【35】商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営及び開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.10.18 認定･付加情報
2006.03.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.08 意見書
2006.05.09 手続補足書
2006.05.09 認定･付加情報
2006.06.06 認定･付加情報
2006.08.16 拒絶査定
2006.11.15 手続補正書
2006.11.21 手続補足書

36

【36】少額短期保険の引受，少額短期保険に係る損害の査定，少額短期保険料率の算出 【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.01 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 拒絶査定

36

【36】少額短期保険の引受，少額短期保険に係る損害の査定，少額短期保険料率の算出 【中間記録情報】
［審査］
2005.10.05 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

16,41

【16】新聞，雑誌，書籍，パンフレット
【中間記録情報】
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，セミナーの企画・運営又は ［審査］
開催，ＩＴコンテストの企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・ 2005.10.05 願書
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 2005.10.21 職権訂正履歴(職権訂正)
を除く。）
2005.10.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2005.10.31 認定･付加情報
2006.01.06 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

通常 2005-096996

通常:
2005-097069
標準

通常:
2005-097070
標準

通常:
2005-097474
標準

通常:
2005-097475
標準

通常 2005-097481

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

中間記録

03,41,44

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

2008/5/8
43／98

３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

139

140

商標（見本）

商標
パソコン情報セキュリティパッ
ケージ

ｅ－電子デバイス ショップ

種別 出願番号

区分

汐留塾

09,35

【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
【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・
【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
【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，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。）
【44】美容，理容，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

通常:
2005-097616
標準

通常:
2005-097650
標準

通常:
2005-097684
標準

41,44
142

ヒーリングサロン風

通常:
2005-097877
標準

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

中間記録

【09】電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその 【中間記録情報】
部品，電池，電線及びケーブル，配電用又は制御用の機械器具
［審査］
【42】電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用 2005.10.19 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
プログラムの提供
項16号)
2006.08.08 拒絶査定

41

141

指定商品・役務

09,42

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.07 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.01 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37

143

グラスリサイクル

145

146

35

【35】広告場所の貸与及びそれに関する情報の提供，市場調査，商品の販売に関する情
報の提供，競売の運営，競売の運営に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.11.01 認定･付加情報
2005.11.11 認定情報通知書
2005.11.24 上申書
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+第4条1
項16号)
2006.08.04 拒絶査定

09,42

【09】電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【中間記録情報】
【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 ［審査］
2005.10.20 願書
計算機用プログラムの提供，計測器の貸与，製図用具の貸与，電子計算機の貸与，理化
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
学機械器具の貸与
条1項11号を除く))
2006.08.22 拒絶査定

通常:
2005-097963
標準

インターネットライブ＼ＩＮＴＥＲＮ
通常 2005-097965
ＥＴ ＬＩＶＥ

ライブオークション＼ＬＩＶＥ ＡＵ
通常 2005-097966
ＣＴＩＯＮ

ＧｅｏＧＲＩＤ

通常:
2005-098306
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］
2005.10.19 願書
2005.10.20 認定･付加情報
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 拒絶査定

35

144

指定商品・役務
【37】土木一式工事，その他の建設工事，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
【35】広告場所の貸与及びそれに関する情報の提供，市場調査，商品の販売に関する情
報の提供，競売の運営，競売の運営に関する情報の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.19 願書
2005.11.11 手続補正指令書(出願)
2005.11.24 上申書
2005.11.30 認定･付加情報
2005.11.30 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)
2006.08.04 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

147

ビジネス通訳検定

通常 2005-098844

41

148

通検

通常 2005-098845

44
149

髪職人

オンデマンド ジョブ サービス 通常 2005-098864

41

151

ハーブ検定

【35】広告，商品展示会及び商品見本市の企画・運営，トレーディングスタンプの発行，商
品の売上管理・在庫管理・物流管理・顧客管理，企業の人事又は労務に関する助言，企業
化又は新規事業に関する調査・分析・診断・企画又は指導，企業の経営に関する調査・診
断・相談・助言及び指導，企業の経営に関する情報の提供，企業の買収・合併及び提携の
斡旋，経済情報の提供，事業の管理・運営及び組織に関する助言又は援助，経営の診断
又は経営に関する助言，事業の管理の代行，市場調査，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，商品の販売に関する情報の提供，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，インターネット・携帯電話を利用した人材の紹介，そ
の他の人材の紹介，インターネット・携帯電話を利用した職業の紹介，その他の職業の紹
介，職業のあっせん，競売の運営，秘書，データ入力事務の代行，電話の受付・取次ぎの
代行，輸出入に関する事務の代理又は代行，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る契約書・貨物引換証・船荷証券若しくはこれらに
準ずる国内取引に関する文書の作成，会計・営業・総務・人事・広報・渉外・企画その他の
事務的事項に関する事務処理，医療請求事務の書類の作成その他の医療事務，新聞の
予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，文書・磁気テープ等のファイリングに係る分
類の作成又はファイリング，一般事務の代理又は代行，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，コンピュータ操作の運行管理，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，電話交換，電気・ガス・水道等のメーターの検針事務の代行，あて名書きおよび書
類の封入・封緘・発送，会社案内書の作成，インターネット・携帯電話を利用した求人情報
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.22 拒絶査定

通常 2005-099027

※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］
2005.10.21 願書
2005.10.21 手続補足書
2005.10.25 認定･付加情報
2005.10.25 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)
2006.08.25 拒絶査定

通常:
2005-098860
標準
35

150

指定商品・役務
【41】資格試験その他の検定試験の実施，資格の認定及び資格の付与，資格検定試験に
関する情報の提供，教育・学習講座における知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知
識の教授，教育・学習講座における知識の教授に関する情報の提供，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，資格検定試験受験のための学習講習会の
企画・運営又は開催に関する情報の提供，資格試験その他の検定試験に関する電子出版
物の提供，資格試験その他の検定試験に関する図書及び記録の供覧，資格試験その他
の検定試験に関する書籍の制作，資格試験その他の検定試験に関する図書の貸与，資
格試験その他の検定試験に関するレコード・録音済み磁気テープ・ＣＤ・ＭＤ・その他の記
録メディアの貸与，資格試験その他の検定試験に関する録画済み磁気テープ・ＣＤ・ＤＶＤ・
その他の記録メディアの貸与
【41】資格試験その他の検定試験の実施，資格の認定及び資格の付与，資格検定試験に
関する情報の提供，教育・学習講座における知識の教授，その他の技芸・スポーツ又は知
識の教授，教育・学習講座における知識の教授に関する情報の提供，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，資格検定試験受験のための学習講習会の
企画・運営又は開催に関する情報の提供，資格試験その他の検定試験に関する電子出版
物の提供，資格試験その他の検定試験に関する図書及び記録の供覧，資格試験その他
の検定試験に関する書籍の制作，資格試験その他の検定試験に関する図書の貸与，資
格試験その他の検定試験に関するレコード・録音済み磁気テープ・ＣＤ・ＭＤ・その他の記
録メディアの貸与，資格試験その他の検定試験に関する録画済み磁気テープ・ＣＤ・ＤＶＤ・
その他の記録メディアの貸与
【44】美容，理容，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］
2005.10.21 願書
2005.10.21 手続補足書
2005.10.25 認定･付加情報
2005.10.25 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)
2006.08.25 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
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.21 拒絶査定

【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))
2006.04.07 意見書
2006.05.23 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
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No.

152

153

154

商標（見本）

商標

生十割蕎麦＼キトワリソバ

岩陶浴

ジョブアテンダント

種別 出願番号

区分

ＬｉｎｋａｇｅＳｅｒｖｅｒ

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.12.16 刊行物等提出書
2006.01.25 認定･付加情報
2006.01.31 刊行物等提出による通知書
2006.01.31 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

44

【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.28 手続補正書
2006.06.28 意見書
2006.06.28 手続補足書
2006.07.28 認定･付加情報
2006.08.07 拒絶査定
2006.09.05 手続補足書
2007.08.13 登録料納付
［登録］
2007.07.30 登録査定書
2007.08.13 設定納付書
2007.09.11 登録証

35,41

【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，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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，文化又は教育のための展
示会の企画・運営及び開催，求人に関する講習会の企画・運営又は開催，就職セミナーの
企画・運営又は開催，その他のセミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催，学校・ス
クール情報の提供，献体に関する情報の提供，献体の手配，動物の調教，植物の供覧，
動物の供覧，電子出版物の提供，電子計算機端末による図書・著作物及び記録の供覧，
その他の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・雑誌の
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
【09】電子計算機用プログラム
【42】電子計算機用プログラムの提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.25 願書
2005.10.26 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)
2006.08.18 拒絶査定

通常 2005-099167

通常 2005-099415

通常:
2005-100107
標準

通常:
2005-100252
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

【30】そばを原料とする穀物の加工品
【43】飲食物の提供

09,42
155

指定商品・役務

30,43

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 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)
2006.08.16 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

156

Ｎａｔｕｒａｌ＼Ｈａｉｒ＼Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔ 通常 2005-100356

44
157

158

159

Ｎａｔｕｒａｌ＼Ｈａｉｒ＼Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔ 通常 2005-100357

足技

健康科学研究所

指定商品・役務

41

【41】リフレクソロジー・整体術に関する知識の教授，リフレクソロジー・整体術の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 願書
2005.11.04 認定･付加情報
2006.02.24 刊行物等提出書
2006.03.27 認定･付加情報
2006.03.31 刊行物等提出による通知書
2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
2006.11.14 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

10,44

【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【44】美容に関する情報の提供，理容に関する情報の提供，入浴施設の提供に関する情報
の提供，庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供，庭園樹の植樹に関する情報の提
供，肥料の散布に関する情報の提供，雑草の防除に関する情報の提供，有害動物の防除
（農業・園芸又は林業に関するものに限る。）に関する情報の提供，あん摩・マッサージ及
び指圧に関する情報の提供，カイロプラクティックに関する情報の提供，きゅうに関する情
報の提供，柔道整復に関する情報の提供，はりに関する情報の提供，医業に関する情報
の提供，医療情報の提供，健康診断に関する情報の提供，歯科医業に関する情報の提
供，調剤に関する情報の提供，栄養の指導に関する情報の提供，動物の飼育に関する情
報の提供，動物の治療に関する情報の提供，植木の貸与に関する情報の提供，農業用機
械器具の貸与に関する情報の提供，医療用機械器具の貸与に関する情報の提供，漁業
用機械器具の貸与に関する情報の提供，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関
する情報の提供，芝刈機の貸与に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.10.27 認定･付加情報
2006.05.19 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))
2006.06.27 手続補正書
2006.06.27 意見書
2006.06.27 代理人受任届
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.28 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.07.12 認定･付加情報
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶査定
2006.11.27 手続補正書(方式)
2006.11.27 手続補足書

通常:
2005-100359
標準

通常:
2005-100969
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】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】
［審査］
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
2005.10.26 願書
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・ 2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
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 2006.08.25 拒絶査定
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，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，遊戯用器具の貸与，書画の貸
【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
【中間記録情報】
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・ ［審査］
2005.10.26 願書
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 2006.05.12 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)
2006.08.25 拒絶査定
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与
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160

161

商標（見本）

商標

健康科学

今夜一泊

種別 出願番号

指定商品・役務

中間記録

10,44

区分

【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美容マッサージ器，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用便器，耳かき
【44】美容に関する情報の提供，理容に関する情報の提供，入浴施設の提供に関する情報
の提供，庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供，庭園樹の植樹に関する情報の提
供，肥料の散布に関する情報の提供，雑草の防除に関する情報の提供，有害動物の防除
（農業・園芸又は林業に関するものに限る。）に関する情報の提供，あん摩・マッサージ及
び指圧に関する情報の提供，カイロプラクティックに関する情報の提供，きゅうに関する情
報の提供，柔道整復に関する情報の提供，はりに関する情報の提供，医業に関する情報
の提供，医療情報の提供，健康診断に関する情報の提供，歯科医業に関する情報の提
供，調剤に関する情報の提供，栄養の指導に関する情報の提供，動物の飼育に関する情
報の提供，動物の治療に関する情報の提供，植木の貸与に関する情報の提供，農業用機
械器具の貸与に関する情報の提供，医療用機械器具の貸与に関する情報の提供，漁業
用機械器具の貸与に関する情報の提供，美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関
する情報の提供，芝刈機の貸与に関する情報の提供

35,43

【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，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
【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，宿泊施設の提供に関
する情報の提供，飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.10.27 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.27 手続補正書
2006.06.27 意見書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 手続補足書
2006.06.27 代理人受任届
2006.06.28 手続補足書
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.07 認定･付加情報
2006.07.28 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶査定
2006.11.27 手続補正書(方式)
2006.11.27 手続補足書
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
2005.10.28 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-100970
標準

通常:
2005-101192
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

162

Ｗｅｂアンケート＼ウェブアン
ケート

通常 2005-101333

09,42

163

Ｗｅｂコラボレーション＼ウェブコ
通常 2005-101334
ラボレーション

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.10.28 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)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.10.28 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)
2006.08.18 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

164

ブレードシステム制御＼ブレー
通常 2005-101338
ドシステムセイギョ

09,42

165

ブレード監視制御＼ブレードカ
ンシセイギョ

通常 2005-101339

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

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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
【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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.10.28 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)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2005.10.28 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)
2006.08.18 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

166

167

168

169

170

べにとり＼紅鶏

百草の湯

35

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.05.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.16 拒絶査定

05,44

【05】入浴剤
【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 拒絶査定

30,43

【30】ハンバーガー
【43】飲食物の提供

【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)
2006.01.13 手続補正書(方式)
2006.01.13 認定･付加情報
2006.01.13 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)
2006.05.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.04 拒絶査定

通常 2005-101765

通常 2005-101811

通常:
2005-101813
標準

ＴＨＥ ＨＡＭＢＵＲＧ ＦＡＣＴＯＲ
通常 2005-101833
Ｙ

※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］
2005.10.28 願書
2005.10.28 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)
2006.08.18 拒絶査定

ブレード通信制御＼ブレードツ
通常 2005-101340
ウシンセイギョ

求人．ｃｏｍ

指定商品・役務
【09】耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装
置，オゾン発生器，電解槽，検卵器，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業
記録機，写真複写機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイ
ムレコーダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり
付けチェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲー
ト，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知
機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告
用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム
機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュ
レーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器
具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，電気通信機械器具，電子
応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，
家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，運動
用保護ヘルメット，エアタンク，水泳用浮き板，レギュレーター，レコード，メトロノーム，電子
楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，計算尺，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，電子出版物
【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
【35】インターネットウェブサイトを介しておこなう求人情報の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.31 願書
2005.11.04 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)
2006.08.11 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

171

172

173

174

175

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【44】血液検査，在宅血液検査，臨床検査のための血液の検査・分析，化粧品の選択又は 【中間記録情報】
使用法に関する指導及び助言，化粧品の選択又は使用法に関する情報の提供，美容に ［審査］
2005.10.31 願書
関する指導及び助言，美容に関する情報の提供，美容，医療用機械器具の貸与
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

44

【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.12.16 手続補正指令書(出願)
2006.01.06 認定･付加情報
2006.04.14 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.24 手続補正書
2006.05.24 意見書
2006.06.28 認定･付加情報
2006.06.28 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

03,44

【03】化粧品，つけづめ，つけまつ毛
【44】美容

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.17 願書
2005.11.18 手続補正指令書(出願)
2005.12.09 上申書
2006.01.18 認定･付加情報
2006.01.18 認定･付加情報
2006.03.31 刊行物等提出書
2006.05.18 認定･付加情報
2006.05.26 刊行物等提出による通知書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

37,38

【37】電気通信工事，映画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，民生用電気機械器具の修理又は保守
【38】電気通信（放送を除く），放送，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］
2005.10.18 願書
2005.11.07 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)
2006.04.19 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.28 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)
2006.06.12 意見書
2006.07.14 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定

35,40

【35】Ａ４判の紙を用いた広告
【40】Ａ４判の紙の加工，Ａ４判の紙の印刷

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2005.11.07 認定･付加情報
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))
2006.07.26 手続補正書
2006.07.26 認定･付加情報
2006.07.26 認定･付加情報
2006.07.26 意見書
2006.08.04 拒絶査定

ビューティーマネジメントプログ 通常:
2005-101988
ラム
標準

ハートセラピー クリニック＼Ｈｅ
通常 2005-102246
ａｒｔｔｈｅｒａｐｙ Ｃｌｉｎｉｃ

ウエディングネイル

ネットムービー

Ａ４ハガキ

通常:
2005-102255
標準

通常 2005-102266

通常:
2005-102409
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

44
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

176

バーチャルラーニングセンター

通常:
2005-102426
標準

37,42
177

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.04.25 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.15 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 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))
2006.07.25 手続補正書
2006.07.25 意見書
2006.08.04 拒絶査定
2006.09.01 手続補足書

ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴＡＬ ＳＯＬＵ 通常:
2005-102483
ＴＩＯＮ
標準

09,35,42

178

指定商品・役務
【41】バーチャルマシンを用いた知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授，当せん金付
証票の発売，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，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻
【37】建設工事，建築工事に関する助言
【42】測量，地質の調査，土木に関する試験又は研究，電子計算機用プログラムの提供

Ｍｅｔａ Ｍｅｄｉａ

通常:
2005-102496
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］
2005.11.01 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)
2006.08.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.22 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

179

ＤｏｃｕｍｅｎｔＳｅｃｕｒｉｔｙ

通常:
2005-102535
標準

36

180

Ｂｅｓｔ＼Ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ

優先 2005-103124

39

181

京ぶら

通常:
2005-103183
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】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
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，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
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，
【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
【39】旅行者の案内，主催旅行の実施，旅行（宿泊に関するものを除く。）に関する情報の
提供，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，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，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，家庭用冷凍庫の貸与，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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.01 願書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.16 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.01.23 優先権証明書提出書
2006.02.17 認定･付加情報
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 手続補正書
2006.07.11 意見書
2006.07.12 手続補足書
2006.08.09 認定･付加情報
2006.08.15 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2006.04.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.05.17 意見書
2006.05.17 代理人受任届
2006.07.05 手続補正指令書(中間書類)
2006.07.07 手続補正書(方式)
2006.07.18 認定･付加情報
2006.07.18 認定･付加情報
2006.07.18 認定･付加情報
2006.08.23 拒絶査定
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182

183
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リフレッシュ健康館

簡単電測

種別 出願番号

区分

情報レンタル

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
【41】録画済のＤＶＤ・ビデオテープ・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体及び録音済ＣＤ・ＣＤ－ＲＯＭ
の貸与、電子出版物の貸与、図書の貸し出し、オンライン図書及び記録の供覧・貸与、テレ
ビ及びラジオ・インターネットを利用して行う番組の制作・配信、ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・書籍の
制作・編集、コンピューターを利用して行う書籍の制作・編集、インターネット上の個人に対
する知識の教授・配信

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.11.04 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.25 拒絶査定

【37】自動車のタイヤの取付及び修理

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-103200
標準

通常:
2005-103323
標準

通常 2005-103775

37
185

タイヤ交換出前センター

通常:
2005-103829
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

【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
【中間記録情報】
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・ ［審査］
2005.11.02 願書
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 2006.05.12 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)
2006.06.21 意見書
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与
2006.08.11 拒絶査定
2006.09.07 代理人受任届
2006.09.20 手続補足書
2007.10.09 登録料納付
［登録］
2007.09.12 登録査定書
2007.10.09 設定納付書
2007.10.30 登録証

41
184

指定商品・役務

44
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【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
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))
2006.08.11 拒絶査定
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指定商品・役務

中間記録

【09】業務用テレビゲーム，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，無線通信機械
器具，映像周波機械器具，電子応用機械器具，家庭用テレビゲームおもちゃ，携帯用液晶
画面ゲームおもちゃ用の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，コンピュータソフトウェア
【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，
グラビア製版，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，
印刷，デジタルカメラにより撮影された映像の現像・焼付け・引き伸ばし
【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，美術品の展示，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。），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，カメラ
【35】広告，ネットワークによる顧客情報の提供，通信ネットワークを介した広告，通信ネット
ワークを介した商品の販売に関する情報の提供，通信ネットワークを用いた市場調査，通
信ネットワークを利用した経営の診断及び市場に関する情報の提供，電子計算機ネット
ワークを通じて行う事業の管理・運営，コンピュータネットワーク端末を利用した商業に関す
る情報の提供，ネットワーク通信に関する事業の企画及び助言，マーケティング事業及び
経営に関する情報の提供，販売又は営業促進のための企画及び運営
【41】営業担当者に対する教育研修，営業能力の開発に関するセミナーの企画・運営及び
開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.21 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.11 拒絶査定

35

【35】広告，インターネットによる広告，商品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.07 願書
2005.11.08 認定･付加情報
2006.04.27 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.01 拒絶査定

09,37

【09】太陽電池による発電装置，発電用太陽電池モジュール
【37】太陽光発電装置の据付・修理または保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.24 願書
2005.11.14 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.11.18 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

36

【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，オン 【中間記録情報】
ラインによる損害保険に係る損害の査定，その他の損害保険に係る損害の査定，損害保 ［審査］
2005.11.08 願書
険の引受け，損害保険についての相談，コンピュータネットワーク上における生命保険又
2006.04.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
は損害保険に関する情報の提供を含む生命保険又は損害保険に関する情報の提供，生
命共済・火災共済・損害共済の締結の媒介又は引き受け，損害保険に関する医療調査， 項16号)
損害保険に関する事故原因の調査，損害保険に関する所得調査，災害又は事故に伴う死 2006.07.17 手続補正書
亡・障害・入院・往診・通院に関する補償の実施，クレジットカードを利用した購入商品の損 2006.07.17 意見書
2006.08.29 拒絶査定
傷に対する修理代金の補償

44

【44】入浴施設の提供

09,40,41

186

ＴＩＭＥＳ ＳＨＯＴ

通常:
2005-103836
標準

35,41

187

188

189

190

191

ＩＮＴＥＲＮＥＴＷＯＲＫＭＡＲＫＥＴＩ 通常:
2005-103877
ＮＧ
標準

イベントモール

太陽光発電のお医者さん

アクシデントケア

薬鉱石風呂

通常:
2005-103950
標準

通常 2005-104360

通常:
2005-104457
標準

通常 2005-104543

※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］
2005.11.04 願書
2005.11.07 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
項16号)
2006.07.24 意見書
2006.07.24 手続補足書
2006.07.24 認定･付加情報
2006.08.21 認定･付加情報
2006.08.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.12.16 手続補正指令書(出願)
2006.01.31 手続補正書(方式)
2006.02.28 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
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38

【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
【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
【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
【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
【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
【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

通常:
2005-104635
標準

38,41

194

携帯外国語会話

通常:
2005-104636
標準

38
195

オンライン留学

通常:
2005-104637
標準

38
196

手机短信

通常:
2005-104638
標準

38
197

手機短信

通常:
2005-104639
標準

38,41

198

携帯外国語教室

通常:
2005-104640
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

【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
【中間記録情報】
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・ ［審査］
2005.11.08 願書
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 2006.05.02 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
2006.08.01 拒絶査定
理髪店用の機械器具の貸与，芝刈機の貸与

パワーストーンネイル＼ＰＯＷＥ
通常 2005-104611
Ｒ ＳＴＯＮＥ ＮＡＩＬ

オンライン外国語

指定商品・役務

44
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 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))
2006.08.18 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 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))
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 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))
2006.08.18 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 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))
2006.08.18 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 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))
2006.08.18 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 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))
2006.08.18 拒絶査定

2008/5/8
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
38

199

携帯短信

通常:
2005-104641
標準

38
200

短消息

通常:
2005-104642
標準

38
201

華語短信

通常:
2005-104643
標準

38
202

中国語短信

通常:
2005-104645
標準

38

203

Ｍｕｌｔｉ－Ｇａｔｅｗａｙ

通常:
2005-104650
標準

36

204

ホットプラン

通常 2005-104775

※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

【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
【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
【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
【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
【38】移動体電話による通信，ＩＰ－電話による通信，その他の電話による通信，インター
ネットを利用した電子計算機端末による音声・画像データの伝送交換，その他の電子計算
機端末による通信，その他の電気通信（放送を除く。），通信ネットワークへの接続の提供，
通信に関する情報の提供，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
2006.05.19 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))
2006.08.18 拒絶査定

【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，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，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，前払式証票の発行，ガス料金
又は電気料金の徴収の代行，商品市場における先物取引の受託，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・

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 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))
2006.08.18 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 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))
2006.08.18 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 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))
2006.08.18 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.08 認定･付加情報
2006.05.16 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))
2006.07.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.15 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

205

ＣＯＣＯＡ

通常:
2005-104812
標準

37,40

206

ジャパンアドネットワーク

通常:
2005-105159
標準

35

207

ファッションオークション

指定商品・役務
【35】広告，商品の販売・役務の提供の促進のための払戻し分蓄積式証票又はトレーディ
ングスタンプの発行，販売促進のためのクイズの応募に関する情報の提供，販売促進のた
めのクイズの実施にかんする情報の提供，無線または有線の通信ネットワークの運用に
関する事業経営の指導及び助言，その他の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，インターネットによる商品の
売買契約の取次ぎ，販売促進に関する助言，財務書類の作成，職業のあっせん，人材募
集，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，宛名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行，書類の複製，文書又は磁気テー
プのファイリング，インターネット・携帯電話を利用した通信販売の注文・受付・発注に関す
る事務処理代行，求人及び採用に関する事務の代行，経理事務の代行，一般事務の代
行，棚卸し事務の代行，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，建築物又は展示会における来訪者の受付及び案内，秘書，電話応対事務の
代行，広告用具の貸与，陳列用具の貸与，広告場所の貸与，広告用スペースの提供（ウェ
ブサイト上の広告スペースの提供を含む。），複写機・キャッシュレジスター・その他の事務
【37】看板の設置工事，看板に内蔵された照明装置の修理又は保守
【40】受託による看板の製作

通常:
2005-105166
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。

【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，インターネットによりデータベースを利用させる
事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行，コンピュータによる顧客
管理，コンピュータによる経営の診断及び指導，情報処理及び情報通信ネットワークの運
営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経営の診断又は経営に
関する助言，企業の人事管理のための適性検査，商品の通信販売に関する情報の提供，
電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供，書籍の販売に関する情報の提
供，情報通信関連機器の販売に関する情報の提供，新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，事業情報の提供，建物又は土地に関する市
場調査，コンピュータによる市場調査，その他の市場調査，市場調査に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん，その他の職業の
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（インターネットオークション
の運営を含む。），競売の運営（インターネットオークションの運営を含む。）に関する情報
の提供，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，通信販売に関する事務の
代理又は代行，輸出入に関する事務の代理又は代行，一般事務の代理又は代行，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及び電子計算機によるファイル管理，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，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集，建
物又は土地に関する事業の企画，魚・花市場における相場に関する情報の提供，電子計
算機端末による企業情報の提供，その他の企業情報の提供，事業の経営及び管理のた
めの製品計画・商品の販売促進の企画に関する情報の提供，インターネットを利用した企
業経営に関する情報の提供，経営の診断及び指導に関する情報の提供，事業の管理又
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
2005.11.09 認定･付加情報
2006.04.21 拒絶理由通知書(第4条1項11号)
2006.05.15 手続補正書
2006.05.15 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
2008.03.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.07 手続補正書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定
2007.11.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.11.09 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
項16号)
2006.06.05 意見書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 手続補足書
2006.07.04 認定･付加情報
2006.08.10 拒絶査定
2006.11.09 手続補正書
2006.11.09 手続補正書
2006.11.09 手続補足書
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

208

ママオークション

通常:
2005-105167
標準

45

209

モノガイド

通常:
2005-105341
標準

45

211

数霊術

212

【35】広告，広告の代理，トレーディングスタンプの発行，経営の診断及び指導，市場調査，
企業に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，商品の品質に関する情報の
提供，商品の販売に関する事務処理代行，消費生活に関する情報の提供，試供品の配
布，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，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
【45】占い及びこれに関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.27 願書
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))
2006.08.25 拒絶査定

通常:
2005-105379
標準

09,42
ＧＭＰＬＳ Ｅｎｇｉｎｅ

通常:
2005-105604
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］
2005.11.09 願書
2005.11.09 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
項16号)
2006.06.05 意見書
2006.06.05 認定･付加情報
2006.06.05 手続補足書
2006.07.05 認定･付加情報
2006.08.10 拒絶査定
2006.11.09 手続補正書
2006.11.09 手続補正書
2006.11.09 手続補足書
2007.04.25 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2007.05.28 登録料納付
［登録］
2007.03.19 登録査定書
2007.05.25 出願却下処分前通知
2007.05.28 設定納付書
2007.06.12 登録証
2008.01.31 本権移転登録申請書(相続･合併)
2008.03.19 取下(移転)
2008.03.24 本権移転登録申請書(相続･合併)
移転登録済通知書

タレントデータバンク＼ＴＡＬＥＮ
通常 2005-105212
ＴＤＡＴＡＢＡＮＫ

35
210

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，インターネットによりデータベースを利用させる
事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行，コンピュータによる顧客
管理，コンピュータによる経営の診断及び指導，情報処理及び情報通信ネットワークの運
営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経営の診断又は経営に
関する助言，企業の人事管理のための適性検査，商品の通信販売に関する情報の提供，
電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供，書籍の販売に関する情報の提
供，情報通信関連機器の販売に関する情報の提供，新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，事業情報の提供，建物又は土地に関する市
場調査，コンピュータによる市場調査，その他の市場調査，市場調査に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん，その他の職業の
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（インターネットオークション
の運営を含む。），競売の運営（インターネットオークションの運営を含む。）に関する情報
の提供，新聞の予約購読の取次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，通信販売に関する事務の
代理又は代行，輸出入に関する事務の代理又は代行，一般事務の代理又は代行，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及び電子計算機によるファイル管理，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，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集，建
物又は土地に関する事業の企画，魚・花市場における相場に関する情報の提供，電子計
算機端末による企業情報の提供，その他の企業情報の提供，事業の経営及び管理のた
めの製品計画・商品の販売促進の企画に関する情報の提供，インターネットを利用した企
業経営に関する情報の提供，経営の診断及び指導に関する情報の提供，事業の管理又
は運営に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供，
企業の経営管理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，企業経営ノウ
【45】タレントに関する情報の提供，芸能人に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.28 手続補正書
2006.06.28 手続補足書
2006.06.28 意見書
2006.07.27 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.26 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)
2006.04.20 手続補正書
2006.05.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.06.09 補正の却下の決定
2006.08.11 拒絶査定

【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【中間記録情報】
【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 ［審査］
2005.11.10 願書
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 2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
グラムの提供
2006.08.30 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

213

215

41

【41】舞踊の上演

【中間記録情報】
［審査］
2005.10.28 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.11 拒絶査定

32,44

【32】飲料用の温泉水，飲料用の鉱泉水
【44】公衆浴場の提供，温泉施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2005.11.14 認定･付加情報
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.19 意見書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.08.28 拒絶査定

36,41

【36】企業年金に関する情報の提供，確定拠出年金に関する情報の提供，中小企業退職 【中間記録情報】
金共済制度を利用した企業年金に関する情報の提供，特定退職金共済制度を利用した企 ［審査］
業年金に関する情報の提供，年金拠出額最適化のための給与計算に関する情報の提供
2005.10.31 願書
2006.04.11 職権訂正履歴(職権訂正)
【41】インターネットを利用した不動産・金融・保険・年金・税務に基づいた生活設計に関す
2006.04.14 職権訂正通知書(職権訂正)
るセミナーの企画・運営・開催及びこれらに関する情報の提供及び知識の教授，不動産・
金融・保険・年金・税務に基づいた生活設計に関するセミナーの企画・運営・開催及び知識 2006.04.21 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
の教授，書籍・ビデオ・電子出版物（ＣＤ及び通信回線を通じてダウンロードされるものを含 項16号)
2006.08.04 拒絶査定
む）の制作

35

【35】インターネットを利用した通信販売の注文・受付・配送に関する事務処理代行，イン
【中間記録情報】
ターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供，インターネットにおいて用いるポイ ［審査］
2005.10.28 願書
ントカードの発行，インターネットによる商品の通信販売の取次，インターネットを用いたア
2005.11.22 認定･付加情報
ンケート調査又は調査結果の整理若しくは分析，インターネットを利用したオークションの
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
企画・運営又は開催，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，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 条1項11号を除く))
供する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広告用スペー 2006.08.11 拒絶査定
スの提供

ＪｅｗｅｌｒｙＬｉｆｅ＼ジュエリーライフ 通常 2005-105821

216

217

218

ＪｅｗｅｌｒｙＬｉｆｅ＼ジュエリーライフ 通常 2005-105822

源氏舞

塚原温泉

選択年金

かいこむ

通常 2005-105854

通常:
2005-105926
標準

通常 2005-106403

通常:
2005-106449
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］
2005.11.10 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

45
214

指定商品・役務
【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
【45】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，葬儀の執行，墓地又は納骨堂の
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，祭壇の貸与，火災報知機の貸与，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，装身具の貸与

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

219

220

221

商標（見本）

商標

§しょうげつ

カグー

教育コーチング

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【44】入浴施設の提供，あん摩，マッサージ及び指圧，きゅう，カイロプラクティック，はり，栄 【中間記録情報】
［審査］
養の指導，美容，理容，柔道整復
2005.10.28 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.06.06 手続補正書
2006.06.06 意見書
2006.08.11 拒絶査定

35

【35】広告，インターネットによる広告，商品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.15 認定･付加情報
2006.02.21 刊行物等提出書
2006.03.24 認定･付加情報
2006.03.28 刊行物等提出による通知書
2006.03.29 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.03.30 ファイル記録事項記載書類の交付請求書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.28 拒絶査定

41

【41】家庭教師による知識の教授（学習方法その他の学習に関する指導・助言・支援および
派遣によるものを含む。），学習塾における教授（学習方法その他の学習に関する指導・助
言・支援および派遣によるものを含む。），その他の技芸・スポーツ又は知識の教授（派遣
によるものを含む。），通信回線を用いて行う検定試験・資格試験その他の試験の企画又
は実施，その他の検定試験・資格試験その他の試験の企画又は実施，検定試験・資格試
験その他の試験の申し込みの取次ぎ，通信回線を用いて行う知能検査・進路適正検査若
しくは学習法検査の企画又は実施，その他の知能検査・進路適正検査若しくは学習法検
査の企画又は実施，試験・検定に関する情報の提供（通信回線を用いて行うものを含
む。），技芸・スポーツ又は知識の教授（派遣によるものを含む。）に関する情報の提供（通
信回線を用いて行うものを含む。），電子出版物の提供，電子出版物の提供に関する情報
の提供（通信回線を用いて行うものを含む。），図書及び記録の供覧，図書及び記録の供
覧に関する情報の提供，図書の貸与，図書の貸与に関する情報の提供（通信回線を用い
て行うものを含む。），電子出版物の貸与，電子出版物の貸与に関する情報の提供（通信
回線を用いて行うものを含む。），録音済み記録媒体の貸与，録音済み記録媒体の貸与に
関する情報の提供（通信回線を用いて行うものを含む。），録画済み記録媒体の貸与，録
画済み記録媒体の貸与に関する情報の提供（通信回線を用いて行うものを含む。），研究
用教材に関する情報の提供（通信回線を用いて行うものを含む。）及びその仲介，就職・転
職に関する企業説明会の企画・運営又は開催，就職・転職に関する企業説明会の企画・運
営又は開催に関する情報の提供（通信回線を用いて行うものを含む。），セミナー・講演会・
研修会・討論会・講習会（資格取得のための講習会を含む。）の企画・運営又は開催，セミ
ナー・講演会・研修会・討論会・講習会（資格取得のための講習会を含む。）の企画・運営
又は開催に関する情報の提供（通信回線を用いて行うものを含む。），文化又は教育のた
めの展示会の運営，文化又は教育のための展示会の運営に関する情報の提供（通信回
線を用いて行うものを含む。），映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.15 手続補足書
2005.11.21 認定･付加情報
2005.12.16 認定･付加情報
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.21 拒絶査定

通常 2005-106480

通常:
2005-106747
標準

通常:
2005-106818
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

44
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

222

教育コーチ

通常:
2005-106820
標準

44

223

Ｓｉ：ノンニードルメソセラピー

Ｓｉ：バストアンチエージング

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.15 手続補足書
2005.11.16 認定･付加情報
2005.12.15 認定･付加情報
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.21 拒絶査定

通常 2005-106996

44
224

指定商品・役務
【41】家庭教師による知識の教授（学習方法その他の学習に関する指導・助言・支援および
派遣によるものを含む。），学習塾における教授（学習方法その他の学習に関する指導・助
言・支援および派遣によるものを含む。），その他の技芸・スポーツ又は知識の教授（派遣
によるものを含む。），通信回線を用いて行う検定試験・資格試験その他の試験の企画又
は実施，その他の検定試験・資格試験その他の試験の企画又は実施，検定試験・資格試
験その他の試験の申し込みの取次ぎ，通信回線を用いて行う知能検査・進路適正検査若
しくは学習法検査の企画又は実施，その他の知能検査・進路適正検査若しくは学習法検
査の企画又は実施，試験・検定に関する情報の提供（通信回線を用いて行うものを含
む。），技芸・スポーツ又は知識の教授（派遣によるものを含む。）に関する情報の提供（通
信回線を用いて行うものを含む。），電子出版物の提供，電子出版物の提供に関する情報
の提供（通信回線を用いて行うものを含む。），図書及び記録の供覧，図書及び記録の供
覧に関する情報の提供，図書の貸与，図書の貸与に関する情報の提供（通信回線を用い
て行うものを含む。），電子出版物の貸与，電子出版物の貸与に関する情報の提供（通信
回線を用いて行うものを含む。），録音済み記録媒体の貸与，録音済み記録媒体の貸与に
関する情報の提供（通信回線を用いて行うものを含む。），録画済み記録媒体の貸与，録
画済み記録媒体の貸与に関する情報の提供（通信回線を用いて行うものを含む。），研究
用教材に関する情報の提供（通信回線を用いて行うものを含む。）及びその仲介，就職・転
職に関する企業説明会の企画・運営又は開催，就職・転職に関する企業説明会の企画・運
営又は開催に関する情報の提供（通信回線を用いて行うものを含む。），セミナー・講演会・
研修会・討論会・講習会（資格取得のための講習会を含む。）の企画・運営又は開催，セミ
ナー・講演会・研修会・討論会・講習会（資格取得のための講習会を含む。）の企画・運営
又は開催に関する情報の提供（通信回線を用いて行うものを含む。），文化又は教育のた
めの展示会の運営，文化又は教育のための展示会の運営に関する情報の提供（通信回
線を用いて行うものを含む。），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，マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，医業，医療
情報の提供，健康診断，調剤，栄養の指導，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，ノンニードルメソセラピー

通常 2005-106997

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2005.11.18 認定･付加情報
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))
2006.08.18 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.22 拒絶査定

【44】美容，理容，入浴施設の提供，マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，医業，医療 【中間記録情報】
情報の提供，健康診断，調剤，栄養の指導，医療用機械器具の貸与，美容院用又は理髪 ［審査］
2005.11.14 願書
店用の機械器具の貸与，バストアンチエージング
2005.11.18 認定･付加情報
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))
2006.08.22 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,36

225

アイピーオー証券

通常:
2005-107139
標準

35,36

226

ＩＰＯ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ

通常:
2005-107140
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，広告の代理および広告スペースの提供，インターネット上での広告スペースに
関する情報の提供，広告事業の管理，広告用具の貸与，経営の診断又は経営に関する助
言，企業の合併・買収・提携・営業権の譲渡に関する仲介及び斡旋，企業の動向に関する
調査・分析，企業の経営戦略に関する診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情
報の提供，事業の管理・運営及びこれらに関する指導・助言並びにこれらに関する情報の
提供，事業内容・事業規模その他の企業の概要に関する情報の提供，その他の企業情報
の提供，財務書類の作成
【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，有価証券の引受に関する情報の提供，有価証券に係る投資に関する助言，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，資金の貸付けの斡
旋又は媒介及びこれらに関する情報の提供，預金口座に関する情報の提供，クレジット
カードの発行の取次，クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算，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，有価証券に関する情報の提供，投資信託受
益証券の発行，投資信託に係る信託財産の運用指図，投資信託収益分配金及び償還金
の支払，投資顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資，抵当証券の保有・
売買及び売買の仲介，抵当証券の管理，抵当証券の募集又は売出しの取扱い，投資事業
【35】広告，広告の代理および広告スペースの提供，インターネット上での広告スペースに
関する情報の提供，広告事業の管理，広告用具の貸与，経営の診断又は経営に関する助
言，企業の合併・買収・提携・営業権の譲渡に関する仲介及び斡旋，企業の動向に関する
調査・分析，企業の経営戦略に関する診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情
報の提供，事業の管理・運営及びこれらに関する指導・助言並びにこれらに関する情報の
提供，事業内容・事業規模その他の企業の概要に関する情報の提供，その他の企業情報
の提供，財務書類の作成
【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，有価証券の引受に関する情報の提供，有価証券に係る投資に関する助言，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，資金の貸付けの斡
旋又は媒介及びこれらに関する情報の提供，預金口座に関する情報の提供，クレジット
カードの発行の取次，クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算，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，有価証券に関する情報の提供，投資信託受
益証券の発行，投資信託に係る信託財産の運用指図，投資信託収益分配金及び償還金
の支払，投資顧問契約に基づく助言及び投資一任契約に基づく投資，抵当証券の保有・
売買及び売買の仲介，抵当証券の管理，抵当証券の募集又は売出しの取扱い，投資事業

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.11 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.11 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41

227

神経言語プログラミングセール 通常:
2005-107224
スコーチング
標準

09,38,41,42

228

もっともっと、いいケータイへ。

通常 2005-107396

44
229

Ｒサロン

通常:
2005-107413
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
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，
商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，職業のあっせ
ん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速
記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・
テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提
供，自動販売機の貸与
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物の調教，植物の供覧，動物の供
覧，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園の供覧，洞窟の供
覧，書籍の制作，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・
制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番
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
【09】携帯用通信機械器具，携帯電話端末用ストラップ，カーナビゲーション装置及びその
部品，その他の電気通信機械器具，電子計算機端末装置，電子計算機端末による通信を
通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム，移動体電話による
通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム，その他の電子
応用機械器具及びその部品，携帯情報端末，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端
末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する
印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒
体，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の
写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ
等を記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，ダウンロード可能な電子出版
物，ダウンロード可能な画像（動画・静止画を含む）・音楽・音声，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，カメラその他の写真機械器具
【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・
電子計算機端末による無線ＬＡＮへの接続の提供，電子メールその他の電子計算機端末
による通信，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。），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，インターネットによる音声その他の音響を送る放送
【41】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供，娯楽
情報の提供，電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・音楽・画像・映
像・ゲーム・映画・演芸・演劇の提供及びそれら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を用いて行う電子出版物の提供，その他の電子出版物の提供，電子
計算機端末によるコンピュータ会議の企画・運営又は開催，図書及び記録の供覧に関する
情報の提供
【44】美容，理容，美容・育毛・増毛及び脱毛の予防に関する情報の提供及びコンサルティ
ング，バストアップに関する美容及びその助言，エステティック美容（痩身，育毛，脱毛，美
顔を含む），化粧品を使用したエステティック美容，頭髪の発毛・育毛に関する診断及び施
術を主とした美容，美容の指導，美容に関する相談及び情報の提供，美容機械器具の貸
与，業務用美容機械器具の貸与
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.11.15 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)
2006.08.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 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)
2006.07.11 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.15 願書
2005.12.09 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))
2006.08.11 拒絶査定
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No.

230

231

232

233

234

商標（見本）

商標

健康増進住宅

抗酸化エコロジー住宅

ショップリサーチ ｆｏｒ Ｍｏｂｉｌｅ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.02 願書
2005.12.06 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)
2006.08.11 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，土木機械器具の
修理又は保守，家具の修理，浴槽類の修理又は保守，煙突の清掃，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］
2005.11.02 願書
2005.12.06 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)
2006.08.11 拒絶査定

35

【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，財務書類の作成，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関 ［審査］
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，文書又は磁気テープ 2005.11.16 願書
2005.11.16 認定･付加情報
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
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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，求人情報の提供
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

35

【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，財務書類の作成，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関 ［審査］
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，文書又は磁気テープ 2005.11.16 願書
2005.11.16 認定･付加情報
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
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
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，求人情報の提供
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供，飲食店の予約の取次ぎ，飲食物
の提供の契約の媒介又は取次ぎ，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

通常:
2005-107494
標準

通常:
2005-107495
標準

通常:
2005-107957
標準

通常:
2005-108004
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，建築設備の運転・点検・整備，土木機械器具の
修理又は保守，家具の修理，浴槽類の修理又は保守，煙突の清掃，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

Ｒｅａｌ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｓｕｒｖｅｉｌｌａｎ 通常:
2005-107958
ｃｅ
標準

スシナビ

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 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)
2006.06.19 意見書
2006.06.19 手続補足書
2006.07.20 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶査定
2006.12.01 手続補正書(方式)
2006.12.04 手続補足書
2007.10.02 登録料納付
2007.11.08 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
2007.10.02 設定納付書
2007.11.06 登録証
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235

236

商標（見本）

商標

スシポス

あんしん工場制度

種別 出願番号

区分

ＭｅｄｉａＶｉｓｉｏｎ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 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)
2006.06.19 意見書
2006.06.19 手続補足書
2006.07.20 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶査定
2006.12.01 手続補正書(方式)
2006.12.04 手続補足書
2007.10.02 登録料納付
［登録］
2007.09.05 登録査定書
2007.10.02 設定納付書
2007.11.06 登録証

36,37,39

【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，生命保険及び損害保険
についての相談，保険情報の提供，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，投資信託の引受け，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，遺言信託の引受け，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，金融情報の提供，前払式証票の発行，ガス料金又は電気料金
の徴収の代行，ガス料金又は電気料金の支払の取次ぎ，クレジットカードの発行の取次
ぎ，クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算，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，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，商品市場における先物取引の受託，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，土地・建物に関する相談，土地の有
効活用に関する企画及び指導，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，税金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
【42】電気・電子機器の設計、電気・電子機器の開発、電気・電子機器の保守、電気・電子
機器の輸入、電気・電子機器に関するコンサルティング、電気・電子機器の並びに法律事
務、ソフトウェアの設計開発または保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.05.08 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.19 意見書
2006.08.21 拒絶査定
2007.08.02 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【42】電気・電子機器の設計、電気・電子機器の開発、電気・電子機器の保守、電気・電子
機器の輸入、電気・電子機器に関するコンサルティング、電気・電子機器の並びに法律事
務、ソフトウェアの設計開発または保守

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.05.19 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))
2006.08.25 拒絶査定

通常:
2005-108005
標準

通常 2005-108006

通常 2005-108029

42
238

§Ｗｉｓｅ Ｍｅｄｉａ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
＼Ｗｉｓｅ Ｍｅｄｉａ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
通常 2005-108058
ｙ．Ｉｎｃ．２００５ Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒ
ｅｓｅｒｖｅｄ

※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，飲食物の提供に関する情報の提供，飲食店の予約の取次ぎ，飲食物
の提供の契約の媒介又は取次ぎ，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

42
237

指定商品・役務
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.04 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.08.25 拒絶査定
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,42

239

グレイン Ｇｒａｉｎ

通常 2005-108063

ささの

通常:
2005-108170
標準

43
240

241

242

243

244

サイバーフォースセキュリティ

モノづくりのコンビニ

誘客

クリアマウント

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2006.04.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.16 拒絶査定

【41】コンピュータに関する知識の教授，コンピュータに関するセミナー・研修会・講習会の 【中間記録情報】
企画・運営又は開催，コンピュータ技術者の育成に関する診断・助言及び指導，人材派遣 ［審査］
による事務用機器の操作方法・電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用 2005.11.17 願書
方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導
2005.11.17 認定･付加情報
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

40

【40】金属の加工，金属の熱処理・表面処理に関する助言及びコンサルティング，ゴムの加 【中間記録情報】
［審査］
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
2005.11.18 願書
2005.11.18 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.04 拒絶査定

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，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

【40】写真又は印刷物の木製板・合成樹脂製板・紙製板・金属製板への貼着加工，写真又 【中間記録情報】
は印刷物のラミネート加工，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 ［審査］
2005.11.21 願書
工，木材の加工，紙の加工，写真の引き伸ばし，写真の焼付け，写真用フィルムの現像，
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
製本，印章の彫刻，グラビア製版，写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用
項16号)
の機械器具の貸与，印刷，印刷用機械器具の貸与
2006.08.25 拒絶査定

通常:
2005-108683
標準

通常 2005-109165

※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］
2005.11.04 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.23 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
2006.08.25 拒絶査定

41
通常:
2005-108178
標準

通常 2005-109378

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，配電用又は制御用の機械器
具，調相機，電池，電気磁気測定器，電気ブザー
【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
の提供，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸与，電子計算機を用いて行う情報処理，
電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成，電子計算機及び電
子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言，電子計算機端末による通信を用い
て行う電子計算機及び電子計算機用プログラムの設計，電子計算機の設計に関する情報
の提供，電子計算機の設計に関する助言，電子計算機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供，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，通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守，通信
ネットワークシステムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言，電子計算機及
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，電子計算機システムの設
計・作成又は保守に関する助言，電子計算機への電子計算機用プログラムの導入，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，電子計算機間の
接続及び電子計算機上でのプログラムの動作に関する情報の提供，電子計算機用プログ
ラムの故障診断及びウイルス検査，電子計算機用プログラムの最新化，コンピュータデー
【43】飲食物の提供
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.21 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37

245

住まいのコンシェルジュ

通常:
2005-109444
標準

37

246

厨房まるごとおそうじ隊

通常:
2005-109445
標準

41,45

247

ブライダル・プロトコール

指定商品・役務
【37】家屋の改築・増築・補修，ガスくん蒸施工，床下換気扇取付工事，その他の建設工
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
【37】家屋の改築・増築・補修，ガスくん蒸施工，床下換気扇取付工事，その他の建設工
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
【41】婚礼に関する行儀・作法のセミナーの企画・運営または開催
【45】婚礼に関する情報の提供

通常:
2005-109494
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］
2005.11.21 願書
2005.11.21 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.06.20 意見書
2006.06.20 手続補足書
2006.06.22 認定･付加情報
2006.07.20 認定･付加情報
2006.08.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.04 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.08.11 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.08.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2005.11.21 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2005.12.09 手続補正指令書(出願)
2005.12.19 手続補正書(方式)
2006.02.01 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)
2006.08.25 拒絶査定
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No.
248

249

商標（見本）

商標
一生いっしょのパートナー

§ｅ生活

種別 出願番号

区分

251

252

253

グルニエ＼Ｇｒｅｎｉｅｒ

ルームプロデュース

石倉カット

伸筋ヨガ＼ＳＨＩＮＫＩＮ ＹＯＧＡ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.15 拒絶査定

09,35,36,42,45

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

42

【09】電子計算機用プログラム
【35】広告，インターネット上での広告スペースの貸与，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，インターネットを介しての商品の売買契約の媒介
【36】建物又は土地の情報の提供
【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
計算機用プログラムの提供，インターネットのホームページに関するデザインの考案，電子
計算機などを用いて行う情報処理
【45】婚礼（結婚披露を含む。）に関する情報の提供，葬儀に関する情報の提供，婚礼（結
婚披露を含む。）のための施設の提供の契約の仲介又は取次ぎ，葬儀の執行に関する仲
【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，税務相談及び税務代理に関
【42】インテリアデザインの考案

44

【44】美容，理容

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

41

【41】印刷物

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
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))
2006.08.11 拒絶査定

通常:
2005-109594
標準

通常 2005-109816

通常 2005-109826

通常:
2005-110046
標準

通常:
2005-110088
標準

通常 2005-110095

※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

36

250

指定商品・役務

36

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.22 願書
2005.11.22 認定･付加情報
2006.05.01 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.17 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

2008/5/8
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No.

254

255

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

35,41

【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，職業のあっせん，競売の運営， ［審査］
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 2005.11.09 願書
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 2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
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， 2006.08.25 拒絶査定
タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，献体に関する情報の提
供，献体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，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，遊戯用器具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，
【38】移動体電話による通信，電子計算機端末による通信，移動体電話又は電子計算機端 【中間記録情報】
末による通信ネットワークへの接続の提供
［審査］
【41】移動体電話又は電子計算機端末による通信を用いて行なう画像及び動画の提供
2005.11.09 願書
【42】移動体電話又は電子計算機端末がウェブサイトへアクセスするためのコンピュータプ 2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ログラムの提供，移動体電話又は電子計算機端末へ画像又は動画を配信するためのコン 項16号)
2006.08.25 拒絶査定
ピュータプログラムの提供

名代＼ソースカツ丼＼上野家＼
通常 2005-110106
ＵＥＮＯＹＡ

絶対成功

チャンネルレシーバー

通常:
2005-110121
標準

通常 2005-110123

35

257

キャリアサポートセンター

通常:
2005-110144
標準

36,37
258

家家家

通常:
2005-110294
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】レストラン，西洋料理を主とする飲食物の提供

38,41,42
256

指定商品・役務

43

【35】スポーツに関する就職支援・再就職支援，スポーツビジネスに関する就職支援・再就
職支援，セカンドキャリアに関する人材の紹介・あっせん，就職・再就職に関する人材の紹
介・あっせん，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，就職支援・
再就職支援に関するセミナー・講座の企画・運営又は開催，就職支援・就職支援に関する
コンサルティング，人材の紹介・あっせんに関する情報の提供，就職支援・再就職支援に
関する情報の提供，人材の紹介・あっせんに関する印刷物，就職支援・再就職支援に関す
る印刷物，セカンドキャリアに関するセミナー・講座の印刷物，就職支援・再就職支援に関
するセミナー・講座の印刷物，インターネットを利用した就職支援・再就職支援の情報提
供，インターネットを利用した人材の紹介・あっせんの情報提供，インターネットを利用した
セカンドキャリアに関するセミナー・講座の情報提供，インターネットを利用した就職支援・
就職支援に関するコンサルティングの情報提供，インターネットを利用した人材の紹介・
【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

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.08 願書
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))
2006.08.11 拒絶査定
2006.09.27 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.09 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2005.11.30 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定
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259

260

261

商標（見本）

商標

菊寿司総本店

貸物置倶楽部

美バランス・ヨガ

種別 出願番号

区分

263

264

魅力学

ＱＵＩＣＫ ＣＯＮＴＡＣＴ

ＱＵＩＣＫ ＳＴＯＲＡＧＥ

39

【39】寄託を受けた物品の倉庫における保管，倉庫の提供，倉庫の貸与，荷役機械器具の 【中間記録情報】
［審査］
貸与
2005.11.24 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.08 拒絶査定

41

【41】ヨガの教授，ヨガに関する施設の提供，ヨガ道場の提供，ヨガの教授に関する情報の
提供，ヨガの興行の企画・運営又は開催，ヨガに関する用具の貸与，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，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。），スポーツの興行の企画・運営又は開催，音響用又は映像用の
スタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，運動用具の貸与，図書の貸与，レ
コード又は録音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，書画の貸与，写真
【41】知識の教授（専門学校における教育）

通常 2005-110406

通常:
2005-110542
標準

通常:
2005-110710
標準

通常:
2005-111078
標準

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.24 願書
2005.11.24 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.10 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.14 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.02.10 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))
2006.08.11 拒絶査定

38,42

【38】通信ネットワークへの接続の提供，通信ネットワークを通じて文字・データ・音声・画像 【中間記録情報】
及び動画の伝送交換，仕様の異なる通信ネットワーク間の接続の提供
［審査］
【42】通信ネットワークを介したアプリケーションソフトウェア・プログラムの貸与・運用・管理 2005.11.14 願書
及び保守の提供，通信ネットワークを介したサーバーの貸与・運用・管理及び保守の提
2005.12.12 認定･付加情報
供，コンピュータサイトのホスティング（ウェブサイト）
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))
2006.08.25 拒絶査定

38,42

【38】通信ネットワークへの接続の提供，通信ネットワークを通じて文字・データ・音声・画像 【中間記録情報】
及び動画の伝送交換，仕様の異なる通信ネットワーク間の接続の提供
［審査］
【42】通信ネットワークを介したアプリケーションソフトウェア・プログラムの貸与・運用・管理 2005.11.14 願書
2005.12.12 認定･付加情報
及び保守の提供，通信ネットワークを介したサーバーの貸与・運用・管理及び保守の提
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
供，コンピュータサイトのホスティング（ウェブサイト）
条1項11号を除く))
2006.08.25 拒絶査定

通常:
2005-111164
標準

通常:
2005-111165
標準

中間記録

【43】すしの提供

41

262

指定商品・役務

43
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商標

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

中間記録

35,36,39,41,42,43,4 【35】広告，市場調査及び分析，顧客の取引記録の集計・管理，商品の売上ランキング情 【中間記録情報】
報の提供，研究用教材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，商 ［審査］
4

265

検索．ｃｏｍ

通常:
2005-111201
標準

43
266

267

268

269

270

タンタン麺

ＮＥＴ ｄｅ ＤＥＳＩＧＮ

風水ガーデン

創香家

創香

通常:
2005-111309
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

【42】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 【中間記録情報】
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 ［審査］
2005.11.28 願書
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
2005.11.28 手続補足書
子計算機用プログラムの提供
2005.12.06 認定･付加情報
2005.12.06 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)
2006.08.11 拒絶査定

37,44

【37】建設工事，建築工事に関する助言
【中間記録情報】
［審査］
【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。），植木の貸 2005.11.14 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
与，農業用機械器具の貸与，芝刈機の貸与
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

41

【41】香りに関する知識の教授及びこれらに関する情報の提供，香りに関するセミナー・そ 【中間記録情報】
の他セミナーの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供，香りに関する電子出 ［審査］
2005.11.29 願書
版物の提供及びこれらに関する情報の提供，香りに関する書籍の制作及びこれらに関す
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
る情報の提供，香りに関するビデオの制作及びこれらに関する情報の提供
2006.08.18 拒絶査定

44

【44】アロマセラピー（芳香療法）に基づくヒーリング方法・リラックス方法・能力開発方法の 【中間記録情報】
提供及びその他の美容・理容及びこれらに関する情報の提供，入浴施設の提供及びこれ ［審査］
2005.11.29 願書
らに関する情報の提供
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.25 拒絶査定

通常:
2005-111595
標準

通常:
2005-111772
標準

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

2005.11.25 願書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.04.25 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.26 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.10 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.06.19 手続補正書
2006.06.19 意見書
2006.06.20 認定･付加情報
2006.06.21 認定･付加情報
2006.06.28 補正の却下の決定
2006.07.25 手続補正書
2006.07.25 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

42

通常 2005-111526

通常:
2005-111773
標準

品の売買契約の媒介及び取次ぎ，販売時点情報管理システムに基づく商品販売動向調
査，販売時点情報管理システムによる売上管理・在庫管理及び顧客情報の管理，企業情
報の提供，人材の紹介・職業のあっせん及びこれに関する助言又は情報の提供，ドメイン
名取得申請事務手続に関する情報の提供，コンピュータネットワークを用いて行う商品の
受注事務の代行，コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集，通信回線を利用
し電子計算機を用いて行う情報の検索代行，データ入力，広告スペースの提供
【36】インターネットによる自動車保険・生命保険・損害保険その他の保険情報の提供，イン
ターネットを利用した自動車保険・生命保険・損害保険その他の保険に関する助言及び指
導，クレジットカードの発行及び利用に関する情報の提供，資金の貸付に関する情報の提
供，有価証券の売買に関する情報の提供
【39】引越の代行に関する情報の提供，引越の代行契約の媒介又は取次ぎに関する情報
の提供，鉄道・船舶・航空券の予約及び発券の代理・媒介又は取次ぎ，旅行（宿泊に関す
るものを除く。）に関する契約の代理・媒介又は取次ぎ及びその情報の提供，鉄道の運行
ダイヤ及び乗り換え並びに運賃に関する情報の提供，鉄道輸送に関する情報の提供，道
路・有料道路の料金・走行距離及び渋滞に関する情報の提供，フェリーボートの運行ダイ
ヤ及び運賃に関する情報の提供，船舶輸送に関する情報の提供，航空機の運航ダイヤ及
び運賃に関する情報の提供，航空機の空席状況情報の提供，航空機の座席に関する予
約情報の提供，航空機輸送に関する情報の提供，貨物のこん包に関する情報の提供，傭
船の委託の媒介に関する情報の提供，寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情
報の提供，倉庫の提供に関する情報の提供，駐車場の場所及び空き状況に関する情報の
提供，自動車の貸与に関する情報の提供，船舶の貸与に関する情報の提供，車椅子の貸
与・自転車の貸与に関する情報の提供，車両輸送に関する情報の提供
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供，音楽・音声・映像・画像（静止
画・動画を含む）・演芸・演劇の提供に関する情報の提供，コンピュータゲーム・インター
【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

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

2008/5/8
74／98

３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

271

272

273

274

商標（見本）

商標

オフィスセキュリティＥＸＰＯ

種別 出願番号

区分

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.18 拒絶査定

25,35

【25】作業者用衣服，エプロン
【35】広告

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2005.11.29 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.22 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・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，生命保険契約の締結の媒介，
損害保険契約の締結の媒介，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，建物又は土地の価
格の査定，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
【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，住宅資金の貸付けに関する情報の提供，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・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，生命保険契約の締結の媒介，
損害保険契約の締結の媒介，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，建物又は土地の価
格の査定，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.18 拒絶査定

通常 2005-111841

ＯＦＦＩＣＥ ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＥＸＰＯ 通常 2005-111842

個食市場

ヴィンテージマンション

ヴィンテージハウス

通常:
2005-111880
標準

通常:
2005-111896
標準

通常:
2005-111897
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】商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営

36

275

指定商品・役務

35
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.18 拒絶査定

2008/5/8
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

276

277

278

279

280

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分

ＱＲコード

特許１１０

意匠１１０

44

【44】医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容に係る役務

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
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))
2006.08.11 拒絶査定

21,31,44

【21】植木鉢
【31】木，草，花，盆栽，苗，苗木
【44】植木の貸与，貸与した植木に関する情報の提供，植物に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.29 願書
2006.05.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.08 拒絶査定

42

【42】知的財産に関する調査・研究，電子計算機を用いて行う知的財産権データサービスに
関する情報処理，インターネット等による知的財産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関する情
報の提供，訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供，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，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］
2005.11.29 願書
2005.11.30 認定･付加情報
2005.12.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.21 手続補正書
2006.05.21 意見書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.08.07 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶査定

42

【42】知的財産に関する調査・研究，電子計算機を用いて行う知的財産権データサービスに
関する情報処理，インターネット等による知的財産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関する情
報の提供，訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供，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，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］
2005.11.29 願書
2005.11.30 認定･付加情報
2005.12.02 職権訂正履歴(職権訂正)
2005.12.16 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.04.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.15 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.05.21 手続補正書
2006.05.21 意見書
2006.05.22 認定･付加情報
2006.05.26 認定･付加情報
2006.08.21 拒絶査定

通常 2005-111990

通常:
2005-112072
標準

通常:
2005-112084
標準

通常:
2005-112085
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】カウンセリング方法、相互カウンセリング方法、ヒーリング方法、リラックス方法、整体 【中間記録情報】
方法、能力開発方法に関するセミナーの企画運営および開催
［審査］
2005.11.16 願書
【44】美顔・全身トリートメントを主とするエステティック美容
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.11 拒絶査定

ＢＯＤＹ＼Ｌｉｇｈｔｅｎｉｎｇ＼ボディ・
通常 2005-111963
ライトニング

微細気泡活水浴

指定商品・役務

41,44
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

281

282

商標（見本）

商標

スーパー鈑金専門店

ＩＴ監査

種別 出願番号

区分

裂画（きれが）

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2005.12.08 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)
2006.08.18 拒絶査定

35,41,42

【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，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
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，スポーツの興行の企画・運営又
は開催，通訳，翻訳
【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，
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，計測器の貸与，製図用具の貸与，電子計算機の貸与，理化学機械器具の貸与
【16】布片を貼り合わせて創作した絵画，布片を貼り合わせて創作した絵画を主題・内容と
する印刷物
【41】布片を貼り合わせて創作する絵画の教授

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 願書
2005.12.01 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)
2006.08.18 拒絶査定

【41】マッサージ・エステティック・美容に関する知識及び技術の教授，エステティック美容の
教授，マッサージ・エステティックの技術者の育成及び認定，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，通訳，翻訳，マッサージ・エス
テティック・美容・医療に関する広告，マッサージ・エステティック・美容・医療に関する市場
調査
【42】マッサージ・エステティック・美容・医療に関する電子計算機及びウェブサイトのプログ
ラムの設計・作成又は保守
【42】建築の設計，建築工事に関する設計

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.18 願書
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))
2006.08.11 拒絶査定

通常 2005-112537

通常:
2005-112705
標準

通常:
2005-112964
標準

41,42,44
284

リンパドレナージュ

通常:
2005-113070
標準
42

285

ケア住宅

通常 2005-113099

※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】自動車の修理又は整備

16,41

283

指定商品・役務

37
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.01 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)
2006.06.26 手続補正書
2006.06.26 意見書
2006.06.28 上申書
2006.08.08 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.16 願書
2006.04.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.04.28 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

2008/5/8
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,28,42

286

豆猫＼まめねこ＼ＭＡＭＥＮＥＫ
通常 2005-113556
Ｏ

35
287

沖縄移住．ｃｏｍ＼オキナワイ
ジュードットコム

手つぼ

通常:
2005-113947
標準
41

289

一級建築ＣＡＤ設計士

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.11.21 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.25 拒絶査定
2006.11.30 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【10】業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器
【16】印刷物，書画，写真，写真立て
【41】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，電子出版
物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，書画の貸与，写真の撮影
【44】美容，理容，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，医療用機械器具の貸与
【41】インターネットを利用した一級建築ＣＡＤ設計に関する知識の教授，インターネットを利
用した民間資格取得講座における一級建築ＣＡＤ設計に関する知識の教授，インターネッ
トを利用した一級建築ＣＡＤ設計に関するセミナーの企画・運営又は開催

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2006.05.16 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.22 拒絶査定

通常 2005-113610

10,16,41,44
288

指定商品・役務
【09】ダウンロード可能な携帯電話機用の動画・音楽・ゲームプログラム，ダウンロード可能
なカーナビゲーション用の動画・音楽・ゲームプログラム，ダウンロード可能な携帯情報端
末機用の動画・音楽・ゲームプログラム，測定機械器具，電池，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，眼鏡，電気通信機械器具，レコード，メトロノーム，電子計算機用プ
ログラムを記憶させた記憶媒体及びその周辺機器，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，業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた記憶媒
体，その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品，スロットマシン，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，新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び
文字を記憶させた記憶媒体，その他の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，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させ
た記憶媒体，携帯電話機・携帯電話用ストラップ・携帯電話カバーその他の携帯電話機用
部品又は付属品・モデムその他の電気通信機械器具，その他の家庭用テレビゲームおも
ちゃの部品及び附属品
【16】印刷物，文房具類，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，こんにゃく版
複写機，自動印刷はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図
用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計
器，紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製
ごみ収集用袋，衛生手ふき，紙製タオル，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製テーブルクロ
ス，写真，写真立て
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具（業務用テレビゲーム機を除く。），愛玩動物用お
もちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，
ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣具，昆虫採集用具
【42】ダウンロード可能な電子計算機プログラム及び電子計算機の貸与，電子計算機プロ
【35】商品の販売に関する情報の提供

通常:
2005-113973
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］
2005.11.18 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定
2006.09.19 再送

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.05 願書
2005.12.19 手続補正書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.05.16 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))
2006.05.16 補正の却下の決定
2006.06.30 手続補正書
2006.06.30 上申書
2006.08.22 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

290

291

292

293

294

商標（見本）

商標

二級建築ＣＡＤ設計士

リズムウォーク

解体サポート

仲介∞上手＼じょーず

賃貸∞上手＼じょーず

種別 出願番号

区分

指定商品・役務

【41】インターネットを利用した二級建築ＣＡＤ設計に関する知識の教授，インターネットを利 【中間記録情報】
用した民間資格取得講座における二級建築ＣＡＤ設計に関する知識の教授，インターネッ ［審査］
2005.12.05 願書
トを利用した二級建築ＣＡＤ設計に関するセミナーの企画・運営又は開催
2005.12.09 認定･付加情報
2005.12.19 手続補正書
2006.05.16 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))
2006.05.16 補正の却下の決定
2006.06.30 手続補正書
2006.06.30 上申書
2006.08.22 拒絶査定

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，運動施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.02.13 手続補正書(方式)
2006.03.13 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

35

【35】解体業者に関する情報の提供，解体業者の紹介及びあっせん

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.07 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))
2006.08.16 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
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，受託による入居者の募集，建物又
は土地の情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 上申書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.08.03 上申書
2006.08.04 認定･付加情報
2006.08.18 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
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，受託による入居者の募集，建物又
は土地の情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.06 認定･付加情報
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.18 上申書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.08.03 上申書
2006.08.03 認定･付加情報
2006.08.18 拒絶査定

通常:
2005-113976
標準

通常 2005-114210

通常:
2005-114298
標準

通常 2005-114320

通常 2005-114321

※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
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
40

295

製造請負基準書

通常:
2005-114630
標準

41

296

297

298

299

建築知識能力検定

企業懇話会

税務懇話会

企業経理財務懇話会

通常:
2005-114688
標準

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.05.16 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))
2006.06.29 手続補正書
2006.06.29 上申書
2006.08.22 拒絶査定

【35】インターネット・パソコン通信・ファクシミリ・電話等による産業・企業調査・市場の分析・ 【中間記録情報】
研究・評価を含む市場調査及びその結果についての情報の提供，経営の診断及び経営に ［審査］
関する助言
2005.12.07 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
【41】セミナー・講演会・研修会・討論会・講習会の企画・運営又は開催に関する情報の提
供（通信回線を用いて行う情報の提供を含む。），セミナーの企画・運営及び開催，知識の 項16号)
教授
2006.08.22 拒絶査定

35,41

【35】インターネット・パソコン通信・ファクシミリ・電話等による産業・企業調査・市場の分析・ 【中間記録情報】
研究・評価を含む市場調査及びその結果についての情報の提供，経営の診断及び経営に ［審査］
関する助言
2005.12.07 願書
2006.03.13 刊行物等提出書
【41】セミナー・講演会・研修会・討論会・講習会の企画・運営又は開催に関する情報の提
供（通信回線を用いて行う情報の提供を含む。），セミナーの企画・運営及び開催，知識の 2006.04.13 認定･付加情報
2006.04.14 刊行物等提出による通知書
教授
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 拒絶査定

35,41

【35】インターネット・パソコン通信・ファクシミリ・電話等による産業・企業調査・市場の分析・ 【中間記録情報】
研究・評価を含む市場調査及びその結果についての情報の提供，経営の診断及び経営に ［審査］
関する助言
2005.12.07 願書
【41】セミナー・講演会・研修会・討論会・講習会の企画・運営又は開催に関する情報の提
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
供（通信回線を用いて行う情報の提供を含む。），セミナーの企画・運営及び開催，知識の 項16号)
2006.08.22 拒絶査定
教授

通常:
2005-114725
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］
2005.12.06 願書
2005.12.07 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))
2006.08.25 拒絶査定

35,41
通常:
2005-114724
標準

通常:
2005-114726
標準

指定商品・役務
【40】受託による半導体・電子部品・食品・化粧品・自動車の製造・組立，受託による放射線
の除洗，受託による布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。），受託による裁
縫，受託によるししゅう，受託による金属の加工，受託によるゴムの加工，受託によるプラ
スチックの加工，受託によるセラミックの加工，受託による木材の加工，受託による紙の加
工，受託による石材の加工，受託による剥製，受託による竹・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。），受託による食料品の加工，受託によ
る義肢又は義歯の加工（医療材料の加工を含む。），受託による映画用フィルムの現像，
受託による写真の引き伸ばし，受託による写真の焼付け，受託による写真用フィルムの現
像，受託による製本，受託による浄水処理，受託による廃棄物の再生，受託による原子核
燃料の再加工処理，受託による印章の彫刻，受託によるグラビア製版，受託による繊維機
械器具の貸与，受託による写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械
器具の貸与，受託による金属加工機械器具の貸与，受託による製本機械の貸与，受託に
よる食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与，受託による製材用・木工用又は合板
用の機械器具の貸与，受託によるパルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与，
受託による浄水装置の貸与，受託による廃棄物圧縮装置の貸与，受託による廃棄物破砕
装置の貸与，受託による化学機械器具の貸与，受託によるガラス器製造機械の貸与，受
託による靴製造機械の貸与，受託によるたばこ製造機械の貸与，受託による材料を特定し
ない総合的な材料処理情報の提供，受託による印刷，受託による廃棄物の収集・分別及
【41】インターネットを利用した建築知識能力検定に関する知識の教授，インターネットを利
用した民間資格・公的資格・国家資格取得講座における建築知識能力検定に関する知識
の教授，インターネットを利用した建築知識能力検定に関するセミナーの企画・運営又は開
催
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

300

多文化共生コンサート

通常:
2005-114848
標準

16,35,36,37,42

301

リーシング・マネジメント＼Ｌｅａｓ
通常 2005-114887
ｉｎｇ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

41

302

図形商標

通常 2005-114896

※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，献体に関する情報の提
【中間記録情報】
［審査］
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
2005.12.07 願書
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・ 2005.12.09 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
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 項16号)
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 2006.08.18 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
【16】紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック 【中間記録情報】
製ごみ収集用袋，衛生手ふき，型紙，紙製タオル，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプ ［審査］
2005.12.07 願書
キン，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャ
2005.12.20 手続補正指令書(出願)
コ，荷札，印刷物，書画，写真，写真立て，文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着
剤，青写真複写機，あて名印刷機，印刷用インテル，印字用インクリボン，活字，自動印紙 2006.01.17 手続補正書(方式)
はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，装飾塗工用 2006.05.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
ブラシ，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，封ろう，マー
キング用孔開型板，郵便料金計器，輪転謄写機，観賞魚用水槽及びその附属品
項16号)
【35】インターネットウェブサイトを用いた広告，インターネットウェブサイトの広告用スペース 2006.08.10 拒絶査定
の提供，その他の広告，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，その他の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を介した商品の売買に関する契約の媒介，経営の
診断又は経営に関する助言，市場調査，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，求人情
報の提供，競売の運営，トレーディングスタンプの発行，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，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の貸与，自動販売機の貸与
【36】金銭債権の取得及び譲渡，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，
資金の貸付け，クレジットカードの発行の取次ぎ又は媒介，クレジットカード発行者に代
わってする会員の募集及びその管理，生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結
の代理，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，
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，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
【41】コミック誌を有するインターネットカフェを備えた娯楽施設の提供，コミック誌を有するイ 【中間記録情報】
ンターネットカフェを備えた娯楽施設にてのテレビジョン受信機の貸与，コミック誌を有する ［審査］
インターネットカフェを備えた娯楽施設にての図書の貸与，コミック誌を有するインターネット 2005.12.07 願書
カフェを備えた娯楽施設にての遊戯用器具の貸与，コミック誌を有するインターネットカフェ 2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
を備えたマッサージ器具の貸与，技芸・スポーツ又は知識の教授，当せん金付証票の発 条1項11号を除く))
2006.08.18 拒絶査定
売，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
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.
303

304

商標（見本）

商標
柳都

メディカルＴＶ

種別 出願番号

区分

306

307

ハイブリッドログ

ダイエット中華

レディースヘルパー

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.07 願書
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.28 拒絶査定

35,41,42,44

【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，書類の複
製，文書又は磁気テープのファイリング，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれら
に準ずる事務用機器の操作，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッ
サの貸与，求人情報の提供
【41】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，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，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，手配，映画機械器具の貸与，映写フィ
ルムの貸与，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，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】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
【37】建築一式工事，大工工事

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2006.01.27 手続補正指令書(出願)
2006.02.22 手続補正書
2006.04.21 手続補正指令書(中間書類)
2006.04.26 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.08 認定･付加情報
2006.05.12 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.19 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))
2006.08.25 拒絶査定

通常:
2005-114969
標準

通常 2005-115048

通常 2005-115119

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.13 認定･付加情報
2006.05.17 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.24 拒絶査定

30,43

【30】ぎょうざ，しゅうまい，中華まんじゅう，月餅，中華菓子，即席中華そばのめん，中華そ 【中間記録情報】
ばのめん
［審査］
2005.12.08 願書
【43】中華料理を主とする飲食物の提供
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.01.23 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))
2006.08.18 拒絶査定

35,45

【35】家政婦のあっせん，家政婦の紹介，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
【45】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，葬儀の執行，墓地又は納骨堂の
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，祭壇の貸与，火災報知機の貸与，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

通常:
2005-115127
標準

通常:
2005-115202
標準

中間記録

【43】飲食物の提供

37
305

指定商品・役務

43
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.21 拒絶査定
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No.

308

商標（見本）

商標

種別 出願番号

310

冠婚葬祭贈答即行画像系図＼
挙式系図＼葬儀系図＼喪系図
通常 2005-115476
＼ほっと安心これで＼ご迷惑か
け?ず

312

【37】鍵の取付け・修理・保守並びに交換，鍵の取付け・修理又は保守に関する情報の提 【中間記録情報】
供，鍵の取付けに関する助言，鍵修理用機械器具の貸与，出張による解錠
［審査］
【40】鍵の握り部分への装飾加工，鍵の加工，鍵の加工に関する情報の提供，鍵の加工機 2005.12.08 願書
械器具の貸与，鍵の加工機械器具の貸与に関する情報の提供，鍵の複製，鍵の複製・加 2005.12.08 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
工に関する情報の提供
条1項11号を除く))
2006.08.25 拒絶査定

09,16,35

【09】コンピュータプログラムを記憶してあるＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ，ＤＶＤ及びその周辺機器
【16】印刷物、写真
【35】冠婚葬祭に関する記念品の販売に関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.28 願書
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))
2006.08.11 拒絶査定

41,42

【41】美容の教授
【42】美容

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2006.01.06 手続補正指令書(出願)
2006.01.12 手続補正書(方式)
2006.02.09 認定･付加情報
2006.02.09 認定･付加情報
2006.04.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.04 拒絶査定

41,42

【41】美容の教授
【42】美容

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.17 願書
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.01.18 手続補正書(方式)
2006.02.15 認定･付加情報
2006.02.15 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))
2006.08.04 拒絶査定

ボディセラピスト＼ＢＯＤＹＴＨＥ
通常 2005-115504
ＲＡＰＩＳＴ

ボディセラピー＼ＢＯＤＹＴＨＥＲ
通常 2005-115505
ＡＰＹ

※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

37,40
通常:
2005-115405
標準

カギ工房

指定商品・役務

【35】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，経営の診断又は 【中間記録情報】
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 ［審査］
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， 2005.12.08 願書
2006.05.16 職権訂正履歴(職権訂正)
ホテルの事業の管理，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
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言
項16号)
2006.07.19 意見書
2006.07.19 代理人受任届
2006.07.19 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
2006.11.01 手続補正書
2007.09.10 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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

リクルーティング・ソリューショ
ン・サービス＼Ｒｅｃｒｕｉｔｉｎｇ Ｓｏｌ 分割 2005-115206
ｕｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅ

309

311

区分
35
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313

314

商標（見本）

商標

回転寿し＼京

スプラウト＼ＳＰＲＯＵＴ

種別 出願番号

区分

相性 カラー診断

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.25 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

40,42,43,44

【40】食料品（発芽野菜を除く）の加工，発芽野菜を除く食事療法用食品・食事療法用飲料・
機能性食品・健康食品の加工，飲食品・化粧品・医薬品・医薬部外品に使用する植物性
（発芽野菜を除く）・動物性の乾燥粉末又は抽出物の製造及び加工，野菜（発芽物を除く）・
果実の乾燥粉末又は抽出物の製造及び加工，十字花科植物の種子の乾燥粉末又は抽出
物の製造及び加工，キャベツ・ブロッコリー・パセリ・カリフラワー・からし・わさび・ラディッ
シュ・アルファルファ・モロヘイヤ又はケールの種子の乾燥粉末又は抽出物の製造及び加
工，野菜（発芽物を除く）・果実の乾燥粉末又は抽出物を主原料とする粉末状・粒状・顆粒
状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・液体状の加工食品の製造及び加工，十字花科植物の
種子の乾燥粉末又は抽出物を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・
ペースト状・液体状の加工食品の製造及び加工，キャベツ・ブロッコリー・パセリ・カリフラ
ワー・からし・わさび・ラディッシュ・アルファルファ・モロヘイヤ又はケールの種子の乾燥粉
末又は抽出物を主原料とする粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・液体
状の加工食品の製造及び加工，受託による発芽野菜を除く食料品・食事療法用食品・食事
療法用飲料・機能性食品・健康食品の製造，受託による発芽野菜を除く飲食品・食事療法
用食品・食事療法用飲料・機能性食品・健康食品・化粧品・医薬品・医薬部外品の製剤加
工処理・充填処理・小分包装処理又は仕上包装処理
【42】発芽野菜を除く医薬品・医薬部外品・化粧品・食品の試験・検査・研究又は開発，発芽
野菜を除く農業・畜産又は水産に関する試験・検査・研究又は開発，発芽野菜を除く食品・
化粧品・医療・医薬品・医薬部外品の試験・検査・研究又は開発並びにこれらの技術に関
する情報の提供及びコンサルティング
【43】飲食物（発芽野菜を除く）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
【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
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
【45】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，葬儀の執行，墓地又は納骨堂の
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，祭壇の貸与，火災報知機の貸与，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
【39】鉄道による輸送，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の運転の代行，船舶に
よる輸送，航空機による輸送，引越の代行，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，駐車場の提供，駐車場の管
理，自動車の貸与，自転車の貸与，旅行に関する情報（宿泊に関するものを除く。）の提
供，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，バス等の陸上交通機関の運行ダイヤ及び運賃・道路交通情報に関
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，自動車の運転の代行に関する情報の提供，引越の
代行に関する情報の提供，駐車場の提供に関する情報の提供，駐車場の管理に関する情
報の提供，自動車の貸与に関する情報の提供，自転車の貸与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，宿泊
施設の提供に関する情報の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情
報の提供，飲食物の提供に関する情報の提供，飲食店の予約の取次ぎ

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.26 願書
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
2006.08.11 拒絶査定

通常 2005-115542

通常 2005-115564

通常 2005-115740

39,43

316

雨割

通常:
2005-115854
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

38,42,45

315

指定商品・役務

43
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.09 願書
2005.12.09 認定･付加情報
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定

2008/5/8
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41,42,44

317

ＶＲセンター

通常:
2005-115934
標準

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，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】
テルの事業の管理，職業のあっせん，求人情報の提供
［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
2005.12.09 願書
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究
2005.12.09 手続補足書
2006.06.02 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
【44】医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，動物の飼育，動物の治療
2006.07.10 意見書
2006.07.10 手続補足書
2006.08.09 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定

09,14,16,18,20,21,2 【09】携帯電話用のストラップ，コンパクトディスク，録画済みビデオテープ・デジタルビデオ 【中間記録情報】
ディスク
［審査］
4,25,41
318

ＢＵ－１５

通常 2005-116034

09,16,35,37,41,42

319

財務システムＸ

通常 2005-116166

09,16,35,37,41,42

320

財務システムＸ

通常 2005-116167

※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。

【14】キーホルダー，ネックレス，ブレスレット，貴金属製バッジ
【16】シール，文房具，紙製カード，パンフレット，写真集，カレンダー，クリアファイル
【18】かばん類
【20】うちわ
【21】マグカップ
【24】タオル
【25】シャツ，帽子，リストバンド
【41】書籍・写真集の制作，録画済みビデオテープ・デジタルビデオディスクの貸与，レコー
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供（インターネットの
ホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む），インターネットのホーム
ページを利用した商品の販売に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供，広告，財
務書類の作成または監査もしくは証明，会計事務所（公認会計士・税理士）のあっせん，会
計事務に関する助言・情報の提供
【37】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
【41】電子計算機の操作方法についての知識の教授，電子出版物の提供，録画済み磁気
ディスクの貸与
【42】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
の提供を含む），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，データ保護に関する電
子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，コンピュータソフトウェアの性能・操作
方法等に関する紹介及び説明，コンピュータの操作方法及び利用方法の説明と助言，電
子計算機用データの保管のためのウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与，ウェ
ブサイトの作成又は保守，データ保管するサーバーコンピュータの貸与，インターネットに
接続するためのコンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定に関する助言及び指
導，コンピュータソフトウェアのインストールに関する助言及び指導
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供（インターネットの
ホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む），インターネットのホーム
ページを利用した商品の販売に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供，広告，財
務書類の作成または監査もしくは証明，会計事務所（公認会計士・税理士）のあっせん，会
計事務に関する助言・情報の提供
【37】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
【41】電子計算機の操作方法についての知識の教授，電子出版物の提供，録画済み磁気
ディスクの貸与
【42】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
の提供を含む），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，データ保護に関する電
子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，コンピュータソフトウェアの性能・操作
方法等に関する紹介及び説明，コンピュータの操作方法及び利用方法の説明と助言，電
子計算機用データの保管のためのウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与，ウェ
ブサイトの作成又は保守，データ保管するサーバーコンピュータの貸与，インターネットに
接続するためのコンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定に関する助言及び指
導，コンピュータソフトウェアのインストールに関する助言及び指導

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

2005.11.29 願書
2005.12.20 認定･付加情報
2006.05.15 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.05.19 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.24 拒絶査定

2008/5/8
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
09,16,35,37,41,42

321

財務システムＸ

通常 2005-116168

09,16,35,37,41,42

322

システムＸ

通常 2005-116169

35

323

ｄ－ｓｏｋｅｎ

通常:
2005-116234
標準

43
324

海鮮うまいもんや

通常:
2005-116316
標準
36

325

総合営業職

指定商品・役務
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供（インターネットの
ホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む），インターネットのホーム
ページを利用した商品の販売に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供，広告，財
務書類の作成，会計事務所（公認会計士・税理士）のあっせん，会計事務に関する助言・
情報の提供
【37】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
【41】電子計算機の操作方法についての知識の教授，電子出版物の提供，録画済み磁気
ディスクの貸与
【42】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
の提供を含む），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，データ保護に関する電
子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，コンピュータソフトウェアの性能・操作
方法等に関する紹介及び説明，コンピュータの操作方法及び利用方法の説明と助言，電
子計算機用データの保管のためのウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与，ウェ
ブサイトの作成又は保守，データ保管するサーバーコンピュータの貸与，インターネットに
接続するためのコンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定に関する助言及び指
【09】電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用プログラム
【16】雑誌，新聞，その他の印刷物，文房具類
【35】経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関する情報の提供（インターネットの
ホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む），インターネットのホーム
ページを利用した商品の販売に関する情報の提供，顧客に関する情報の提供，広告，財
務書類の作成または監査もしくは証明，会計事務所（公認会計士・税理士）のあっせん，会
計事務に関する助言・情報の提供
【37】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
【41】電子計算機の操作方法についての知識の教授，電子出版物の提供，録画済み磁気
ディスクの貸与
【42】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
の提供を含む），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，データ保護に関する電
子計算機用プログラムの提供，電子計算機の貸与，コンピュータソフトウェアの性能・操作
方法等に関する紹介及び説明，コンピュータの操作方法及び利用方法の説明と助言，電
子計算機用データの保管のためのウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与，ウェ
ブサイトの作成又は保守，データ保管するサーバーコンピュータの貸与，インターネットに
接続するためのコンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定に関する助言及び指
導，コンピュータソフトウェアのインストールに関する助言及び指導
【35】アンケート調査及びその評価・分析（通信回線を用いて行うものを含む。），アンケート
情報の提供（通信回線を用いて行うものを含む。），歯科医師・医師・看護師のあっせん，
歯科医院の経営の診断及び指導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，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
【43】アルコール飲料を主とする飲食物の提供，その他の飲食物の提供

【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

通常:
2005-116371
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］
2005.12.12 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.07.06 手続補正書
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.06 認定･付加情報
2006.07.06 意見書
2006.08.24 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.29 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.24 拒絶査定
2007.09.04 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条柱書+第4条1項11
号)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2005.12.12 認定･付加情報
2006.05.22 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.21 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.12 願書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.29 意見書
2006.08.08 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

326

327

328

329

商標（見本）

商標

ちゃんこラーメン

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］
2005.12.13 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
2005.12.14 認定･付加情報
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.17 拒絶査定

41

【41】ヨガの教授，ヨガの興行の企画・運営又は開催，ヨガに関する施設の提供，ヨガに関
する用具の貸与

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2006.05.24 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.21 拒絶査定

37

【37】建設工事，地盤改良工事，地盤改良工事に関する助言，機械攪拌工法による建設工
事，機械攪拌工法による建設工事に関する助言，機械攪拌工法と高圧噴射工法の複合工
法による建設工事，機械攪拌工法と高圧噴射工法の複合工法による建設工事に関する助
言，深層混合処理工法による建設工事，深層混合処理工法による建設工事に関する助
言，高圧噴射工法による建設工事，高圧噴射工法による建設工事に関する助言，セメント
系固化材による土質改良工事，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
【35】雑誌による広告の代理，インターネットによる広告，その他の広告，街頭及び店頭に
おける広告物の配布，広告及び販売促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営
又は開催，トレーディングスタンプの発行，企業化又は新規事業に関する調査・分析・診
断・企画又は指導，経営の診断又は経営に関する助言，経営に関する情報の提供，市場
調査，アンケート調査に関する情報の提供，研究用教材の販売に関する情報の提供及び
仲介，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，インターネットによりデータ
ベースを利用させる事業の管理又は運営，業務提携及び企業買収の斡旋，電話・移動体
電話・ファックス・インターネット・パソコン通信による商品の売買契約の取り次ぎ，販売促進
又は営業促進のための企画又は実行の代理，販売促進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・発行の仲介及び清算，販売促進又は営業促進のた
めのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの加盟店・会員の募集及びその管理，販売
促進又は営業促進のための懸賞・プレゼントの実施に関する情報の提供，職業のあっせ
ん，インターネットによるオークションの運営，その他の競売の運営，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，コンピュータによるファイルの管理，コンピュータデータベースへの情
報構築，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。），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，インターネット通信における通信ネットワークへの加入契約の取次ぎ，放送，
有線テレビジョン放送のチャンネルの貸与，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
【39】インターネット・電子計算機端末・携帯端末による道路交通情報の提供，その他の道
路交通情報の提供，鉄道輸送・車両輸送・船舶輸送・航空輸送に関する情報の提供，倉
庫・駐車場の提供及びこれらに関する情報の提供，駐車場の管理及びこれに関する情報

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.13 願書
2005.12.13 物件提出書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.01.18 認定･付加情報
2006.06.05 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.30 拒絶査定

通常 2005-116556

パーソナルセレクト＼Ｐｅｒｓｏｎａｌ
通常 2005-116677
Ｓｅｌｅｃｔ

ホットスタジオ＼ＨＯＴ ＳＴＵＤＩ
通常 2005-116784
Ｏ

ＰＪ

ナビゲーション総合サイト

通常:
2005-116850
標準

通常:
2005-117284
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

35,38,39,41,42

330

指定商品・役務

43
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【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2005.12.14 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))
2006.06.13 手続補正書
2006.06.13 意見書
2006.06.13 認定･付加情報
2006.06.14 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定
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No.

331

332

333

商標（見本）

商標

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］
2005.12.02 願書
地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は仲介
2005.12.20 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.01.13 手続補正指令書(出願)
2006.01.18 手続補正書(方式)
2006.02.21 認定･付加情報
2006.02.21 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

35

【35】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，ウェブサ
イト上の広告スペースの貸与，インターネットによる広告，その他の広告，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，経営の診
断及び指導に関する情報の提供，市場及び販売戦略に関する指導及び助言，市場調査又
はこれに関する情報の提供，商品の販売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の販売に関する情報の提供，商品管理に関す
る助言，商品管理に関する情報の提供，事業の管理又は運営に関する情報の提供，新商
品の販売・販売促進に関する助言・指導，事業の管理・運営及び組織に関する助言，ホテ
ルの事業の管理，アンケート情報の提供，財務書類の作成，財務書類の作成又は監査若
しくは証明に関する情報の提供，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又はこれらに関する情報の提供，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，一
般事務の代理又は代行，インターネットドメイン名取得申請手続き事務の代理又は代行，
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，電子計算
機の操作に関する助言，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，コンピュータデータベー
【35】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，ウェブサ
イト上の広告スペースの貸与，インターネットによる広告，その他の広告，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，経営の診
断及び指導に関する情報の提供，市場及び販売戦略に関する指導及び助言，市場調査又
はこれに関する情報の提供，商品の販売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の販売に関する情報の提供，商品管理に関す
る助言，商品管理に関する情報の提供，事業の管理又は運営に関する情報の提供，新商
品の販売・販売促進に関する助言・指導，事業の管理・運営及び組織に関する助言，ホテ
ルの事業の管理，アンケート情報の提供，財務書類の作成，財務書類の作成又は監査若
しくは証明に関する情報の提供，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又はこれらに関する情報の提供，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，一
般事務の代理又は代行，インターネットドメイン名取得申請手続き事務の代理又は代行，
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，電子計算
機の操作に関する助言，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，コンピュータデータベー

ロジカル コミュニケーション＼Ｌ
通常 2005-117320
ｏｇｉｃａｌ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

価値ある住まいのクリエイター

地域ブログ

エリアブログ

通常:
2005-117691
標準

通常:
2005-117700
標準

通常:
2005-117701
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，セミナーの企画・運営又は開催

35

334

指定商品・役務

41
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.14 願書
2005.12.15 認定･付加情報
2006.05.18 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
号)
2006.08.16 拒絶査定
2007.01.19 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2005.12.27 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)
2006.08.18 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.11.30 願書
2005.12.22 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)
2006.08.18 拒絶査定
2007.11.06 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

335

336

337

338

339

商標（見本）

商標

石のお風呂

小浜ラーメン

ＰＬＵＭ

たいやき茶屋

知財人財

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【44】入浴施設の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.01.20 手続補正指令書(出願)
2006.03.03 手続補正書(方式)
2006.03.08 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

30,43

【30】中華そばの麺，即席中華そばの麺
【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.15 願書
2006.02.21 刊行物等提出書
2006.03.23 認定･付加情報
2006.03.28 刊行物等提出による通知書
2006.05.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.22 拒絶査定

43

【43】飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2006.01.31 手続補正書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

43

【43】たいやきを主とする飲食物の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.16 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.06.02 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 手続補足書
2006.06.15 認定･付加情報
2006.06.15 認定･付加情報
2006.06.15 意見書
2006.07.12 認定･付加情報
2006.08.04 拒絶査定

35

【35】広告，知的財産権に関わる職業に関する求人情報・求職情報の提供，知的財産業務 【中間記録情報】
［審査］
を行う者のあっせんを主とする職業のあっせん
2005.12.16 願書
2005.12.16 認定･付加情報
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.06.27 意見書
2006.06.27 認定･付加情報
2006.08.30 拒絶査定
2006.09.27 出願取下書
2006.10.10 認定･付加情報

通常 2005-117755

通常 2005-118096

通常:
2005-118393
標準

通常:
2005-118486
標準

通常:
2005-118544
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

44
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商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35

340

＠ＳＯＨＯ

通常 2005-118678

35

341

中国資材．ｃｏｍ

通常 2005-118681

41

342

ホットボクササイズ

通常:
2005-118682
標準

36

343

リビングアクセス

エックス・ネット・サービス

【41】技芸・スポーツ・ダイエット・健康管理に関する知識の教授，トレーニングの指導，ト
レーニングジムスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，ヨガ・ボクシング・ボ
クササイズ・キックボクシング・プロレス・エアロビクス・太極拳・相撲・気孔・柔道・カバディ・
居合・スカッシュ・卓球・バドミントン・インディアカ・合気道・少林寺拳法・セパタクロー・綱引
き・ストレッチ・ダンス・フラダンス・カポエラ・腕相撲・アームレスリング・モンゴル相撲・組体
操・フィットネス・社交ダンス・サンバ・フラメンコ・サルサ・タンゴ・ベリーダンス・ペアストレッ
チ・カンフー・空手・新体操・体操・バレエ・ウォーキング・ピラティス・剣道・バランスボール・
ダンベル体操・アロマリラックス・ラテンダンス・ジャズダンス・ヒップホップ・タップダンス・モ
ダンダンス・ゆる体操・マラソン・ステップリーボック・チューブエクササイズ・バリダンス・ス
ポーツチャンバラ・テコンドー・カーディオ・マッサージ・ヒーリング・ステップ・ボディシェイプ・
【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

通常:
2005-118687
標準

42

344

指定商品・役務

通常:
2005-118917
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】人材派遣によるＯＡ機器の操作・データ入力・一般会社事務・受付・秘書・経理事務・ 【中間記録情報】
速記，人材派遣によるコマーシャルの制作・企画，データ作成に関する事務処理の代行， ［審査］
人材派遣によるコンピュータデータベースへの情報編集・情報構築，人材派遣によるデータ 2005.12.06 願書
2006.01.17 認定･付加情報
入力・人材派遣による宛名書き及び書類の封入・封緘・発送，人材派遣による経理・会計
事務の代行，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，人 2006.05.11 職権訂正履歴(職権訂正)
材派遣による伝票処理及びそのデータ入力に関する事務の代行，派遣による一般事務の 2006.05.19 職権訂正通知書(職権訂正)
代行，派遣による広告文の作成，人材派遣による文書・磁気テープ等のファイリングに係る 2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
分類の作成又はファイリング，電話・ファクシミリ・インターネットによる通信販売に係る商品 条1項11号を除く))
の販売に関する情報の提供（派遣によるものを含む。），派遣による街頭及び店頭における 2006.08.25 拒絶査定
広告物の配布，派遣による電子計算機・ワードプロセッサー・同関連機器の操作に関する
運行管理及び操作，派遣オペレーター・キーパンチャーによる電子計算機の操作，派遣に
よる電話の受付・取次・発信・応答の代行，派遣による文書の作成，派遣による文書又は
磁気テープのファイリング・コンピュータによるファイル管理，人材派遣によるインターネット
におけるホームページの設計・作成，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守（派
遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守を含む。），人材派遣によるコン
ピュータハードウェア・ソフトウェア・ネットワーク情報の管理のためのコンピュータへの情報
構築，人材派遣によるファクシミリもしくは電話もしくはパソコン通信もしくはインターネットを
利用したマーケティング調査結果のデータ入力に関する事務処理の代行，人材派遣による
商品販売に関する事務の代行，派遣による市場調査に基づくデータの集計・分析，派遣に
よる商品の市場調査，派遣による商品の売買契約の媒介，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調査及び分析，派遣による棚卸
し事務の代行，人材派遣による電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関す
る情報の提供，人材派遣による電話を利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ，派遣
による書類の複製，派遣による職業のあっせん，派遣によるコンピュータ・タイプライター・
【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］
2005.12.06 願書
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
2006.05.11 職権訂正履歴(職権訂正)
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
2006.05.19 職権訂正通知書(職権訂正)
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 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))
貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与
2006.08.25 拒絶査定
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 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))
2006.08.25 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.06 願書
2005.12.21 職権訂正履歴(職権訂正)
2006.01.04 認定･付加情報
2006.01.06 職権訂正通知書(職権訂正)
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究， 【中間記録情報】
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 ［審査］
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
2005.12.19 願書
究，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
2005.12.19 認定･付加情報
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，機械・装置若
2006.05.25 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらにより構成される設備の設計，建築物の設 号)
計，測量，地質の調査，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 2006.08.22 拒絶査定
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，気象情報の提供，計測器の貸与，製図用具の貸与，
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,42

345

ＩＣエディター

通常:
2005-119540
標準

35
346

347

348

カイゴワークス

ふっとほっと

クリーニング２４

指定商品・役務

中間記録

【35】広告，トレーディングスタンプの発行，企業における人事面での経営の診断及び指導
並びに支援，人材派遣による経営の診断及び指導，持株会社間における経営戦略につい
ての診断及び指導，企業戦略を社内統一させるための経営の診断及び指導，経営情報の
開示に関する指導又は助言，企業の経営管理に関するコンサルティング，企業の知的資
本を調査・測定・評価することにより行う経営の診断又は経営に関する助言，その他の経
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，企業の買収・合併・事業提携に関する
媒介又は指導及び助言，市場調査及び経営に関する情報の提供，インターネットを利用し
た企業経営に関する情報の提供，人材派遣による一般会社事務，経営情報に関する広報
の企画・制作，企業の事業計画の作成に関する指導及び助言，企業の投資家への広報活
動に関する企画・制作
【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
の提供，理化学機械器具の貸与，製図用具の貸与，知的所有権に関する情報の提供（但
【35】インターネットウェブサイトを介しておこなう求人情報の提供，求人情報・求職情報の
提供，インターネット・携帯電話を利用した職業のあっせん，介護人・家政婦・看護福祉士・
看護士のあっせん

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.08.22 拒絶査定

通常 2005-119602

44

【44】アロマテラピーの提供，リフレクソロジーの提供，フットマッサージ，その他のマッサー 【中間記録情報】
［審査］
ジ，美容，あん摩，指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，はり
2005.12.21 願書
2005.12.21 認定･付加情報
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定

37

【37】２４時間対応の洗濯・被服のプレス・被服の修理・毛皮製品の手入れ又は修理

通常:
2005-119907
標準

通常 2005-120044

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.08 願書
2006.05.19 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2006.05.31 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.05 手続補正書
2006.07.05 意見書
2006.08.02 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
35,41

349

アルバイトスタイル

通常:
2005-120078
標準

35,41

350

アルバイトチャンネル

通常:
2005-120089
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
【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，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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，文化又は教育のための展
示会の企画・運営及び開催，求人に関する講習会の企画・運営又は開催，就職セミナーの
企画・運営又は開催，その他のセミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催，学校・ス
クール情報の提供，献体に関する情報の提供，献体の手配，動物の調教，植物の供覧，
動物の供覧，電子出版物の提供，電子計算機端末による図書・電子出版物及び記録の供
覧，その他の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・雑誌
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
【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，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
【41】当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，文化又は教育のための展
示会の企画・運営及び開催，求人に関する講習会の企画・運営又は開催，就職セミナーの
企画・運営又は開催，その他のセミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催，学校・ス
クール情報の提供，献体に関する情報の提供，献体の手配，動物の調教，植物の供覧，
動物の供覧，電子出版物の提供，電子計算機端末による図書・電子出版物及び記録の供
覧，その他の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・雑誌
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
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中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.01 意見書
2006.08.01 代理人受任届
2006.08.03 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
2006.11.20 手続補正書
2008.01.21 登録料納付
［登録］
2007.12.22 登録査定書
2008.01.21 設定納付書
2008.02.19 登録証

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.21 願書
2005.12.22 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.02 意見書
2006.08.02 代理人受任届
2006.08.14 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
2006.11.20 手続補正書
2006.12.26 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36,38,42

351

ファクトシート

通常 2005-120510

35

352

デジタルワーカー

通常 2005-120570

36,37

353

Ｆｏｏｄ Ｆａｃｔｏｒｙ Ｌｅａｓｅ

通常:
2005-121079
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】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
【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提供，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
【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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.05.30 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.29 拒絶査定

【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，住宅資金の貸付け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，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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2005.12.26 認定･付加情報
2006.06.16 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
2006.08.25 拒絶査定

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.22 願書
2006.06.06 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 手続補正書
2006.07.19 手続補足書
2006.08.17 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶査定
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３条拒絶（役務）２００６．０８.xls
No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

354

情報通信エンジニア

通常 2005-121093

35,45
355

356

357

358

359

お葬式を家族のものに。

ビジネスボイストレーニング

化粧師

東洋足操道

キーワードマーケティング

通常 2005-121489

指定商品・役務
【41】情報及び通信システムに関する資格の認定及び資格の付与・情報及び通信システム
に関する資格認定試験の実施，当せん金付証票の発売，インターネットを通じた通信端末
を利用した技芸・スポーツ又は知識の教授，その他の技芸・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，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，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
【35】フランチャイズ形態による葬儀に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言，
その他の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
【45】葬儀の執行，葬儀のための施設の提供，墓地又は納骨堂の提供，祭壇の貸与，衣服
の貸与，装身具の貸与

【41】発声法に関する研究，発声法に関する研究についての情報の提供，発声法又は話し 【中間記録情報】
方を主とした技術の教授，発声法又は話し方を主とした技術の教授に関する情報の提供 ［審査］
2005.12.27 願書
2006.01.06 認定･付加情報
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))
2006.08.30 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］
2005.12.28 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.14 手続補正書
2006.08.22 拒絶査定
2008.01.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

41,44

【41】健康管理・健康法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，健
康管理・健康法に関するセミナーの開催，教育のための施設の提供
【44】あん摩・マッサージ及び指圧，きゅう，柔道整復，はり，あん摩・マッサージ及び指圧・
きゅう・柔道整復・はりに関する情報の提供，あん摩・マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等
に関する法律に定められたあん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう及び柔道整復師法に定
められた柔道整復を除く指圧又はマッサージの施術，あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅ
う及び柔道整復師法に定められた柔道整復を除く指圧又はマッサージに関する情報の提
供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

35

【35】インターネットによる広告，その他の広告，インターネットによる経営の診断及び指導，
その他の経営の診断及び指導，インターネットによる市場調査，その他の市場調査，イン
ターネットによる商品の販売に関する情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の
提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
2006.10.17 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常:
2005-122137
標準

通常 2005-123207

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

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.27 願書
2006.06.06 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.14 意見書
2006.08.30 拒絶査定

41
通常:
2005-122063
標準

通常:
2005-123210
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2005.12.26 願書
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.19 意見書
2006.08.18 拒絶査定
2006.11.20 手続補正書
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No.

360

361

362

363

364

商標（見本）

商標

電子浴

５０－１００スポーツ

デトックス体操

２次故障 防止整備

ＭＯＢＩＬＥ ＭＥ

種別 出願番号

区分

指定商品・役務
【44】入浴施設の提供

41

【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，スキー・スノーボード大会の企画・運営又は開催，ス 【中間記録情報】
［審査］
キー・スノーボード興行の企画・運営又は開催，マラソン大会の企画・運営又は開催，ス
2005.12.20 願書
キー場の提供
2006.01.27 手続補正指令書(出願)
2006.02.01 手続補正書
2006.03.08 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.25 拒絶査定

41

【41】体操の教授及びこれらに関する情報の提供

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条各号+第8条1項+
第4条1項11号)
2006.08.25 拒絶査定

37

【37】自動車の修理又は整備

【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.01.27 手続補正指令書(出願)
2006.01.31 手続補正書(方式)
2006.03.09 認定･付加情報
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定

09,38,41,42

【09】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，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，デジタルオーディオプ
レーヤー，携帯電話，テレビ電話，デジタルカメラ，その他の電気通信機械器具，コン
ピュータ，コンピュータ用プログラム，コンピュータ用周辺機器，その他の電子応用機械器
具，磁心，抵抗線，家庭用テレビゲームおもちゃ用ソフトウェア，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－Ｒ
ＯＭ，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，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，オンライン又はコンピュータネットワークにより提
供されるダウンロード可能な音楽
【38】音声・データ・画像の伝送交換，コンピュータソフトウェアの伝送交換，電子メールによ
る通信，プロバイダーによる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，
チャットルーム形式の電子掲示板通信，移動体電話による通信，電子計算機端末による通
信，電話による通信，その他の電気通信（放送を除く。），放送
【41】オンラインによる映像・音楽の提供，ダウンロードできない音楽の提供，移動体電話に
よる通信を用いた音楽の提供，電気通信回線を通じたマガジン・ニュースレターなどの電子
出版物の提供，移動体電話による通信を用いた電子出版物の提供，その他の電子出版物
の提供，インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供，娯楽情報の提
供，教育に関する情報の提供，教育・文化・娯楽のための展示会・博覧会の運営，通信
ネットワークを通じて行う音楽・映像・音声の提供に関する情報の提供，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，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。），スポーツの興行の企画・

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.05 願書
2006.02.21 優先権証明書提出書
2006.03.22 認定･付加情報
2006.06.09 拒絶理由通知書(第3条各号+その他(第4
条1項11号を除く))
2006.06.30 手続補正書
2006.06.30 意見書
2006.08.22 拒絶査定
2006.12.13 手続補正書
2007.06.28 上申書
2007.09.12 手続補正書
2007.10.26 登録料納付
2007.12.21 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
［登録］
2007.10.19 登録査定書
2007.10.26 設定納付書
2007.11.20 登録証

通常:
2005-123223
標準

通常 2005-123300

通常:
2005-123301
標準

通常 2005-123398

優先:
2006-000207
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

44
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【中間記録情報】
［審査］
2005.12.20 願書
2006.05.26 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.25 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
41

365

つくる、たべる、はなす。

指定商品・役務
【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

分割:
2006-001114
標準

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.11 願書
2006.01.11 認定･付加情報
2006.06.15 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.07.18 意見書
2006.08.01 拒絶査定

07,09,11,12,20,36,3 【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】
7,38,41,42,43,44,45 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］

366

独創を、みんなのものに

通常:
2006-002086
標準

35,41

367

ＩＲプランナー

分割:
2006-002175
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。

工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又は
製本用の機械器具，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
器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，動力機械器具（陸
上の乗物用のものを除く。），風水力機械器具，機械式の接着テープディスペンサー，自動
スタンプ打ち器，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気洗濯機，電気掃除機，電気ミキ
サー，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），芝刈機，電動式カーテン
引き装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直
流発電機，電機ブラシ
【09】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
【35】投資家に対する企業の広報活動の代行，投資家向け広報活動に関するコンサルティ
ング，投資家向け広報活動に関する情報の提供，経営の診断又は経営に関する助言，市
場調査，企業情報の提供，企業情報の提供の媒介又は取次ぎ，財務書類の作成
【41】企業の投資家向け広報活動に関する知識の教授，企業の投資家向け広報活動に関
する知識の検定試験の実施，企業の投資家向け広報活動に関するセミナーの企画・運営
又は開催
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2006.01.13 願書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.06.23 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.01 意見書
2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.11 拒絶査定

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.16 願書
2006.01.16 認定･付加情報
2006.06.20 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.07.27 意見書
2006.07.31 手続補足書
2006.07.31 認定･付加情報
2006.08.25 認定･付加情報
2006.08.29 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
36

368

好配当ジャパン・オープン

通常:
2006-002566
標準

16,35

369

ＳＡＬＥＳＰＲＯＭＯＴＩＯＮＳＨＯＷ

セールスプロモーションショー

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.02.06 認定･付加情報
2006.06.28 手続補正書
2006.06.28 認定･付加情報
2006.06.28 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))
2006.07.19 意見書
2006.07.19 認定･付加情報
2006.08.23 拒絶査定

【16】印刷物
【35】商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営及び開催

【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.21 意見書
2006.08.22 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定

通常:
2006-002666
標準

16,35

370

指定商品・役務
【36】証券・不動産・その他の投資信託受益証券の発行・募集・売出し，証券投資信託・不
動産投資信託に係る信託財産の収益分配金・償還金及び解約金の支払い，投資運用指
示，証券投資信託・不動産投資信託に係る信託財産の運用指図，有価証券・金融先物取
引・証券先物取引・商品先物取引に係る投資と運用に関する助言・情報提供，有価証券の
売買・有価証券先物取引・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・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物
取引・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・国債証券等及び外
国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・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国債証券等及び外国国債
証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委
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，商品市場における先物取引の受託，国債証券等の引受け，国債証券
等の募集又は売出しの取扱い，抵当証券に関する債務の保証，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，電話・ファクシミリ・インターネット・その他の通信網を利用した有価証券の売買及び有
価証券の売買の媒介・取次ぎ・代理，公社債の払込金の受入れ及び公社債の元利金支払
の代理，証券投資信託受益証券の収益金・償還金及び一部解約金支払の代理，株式事
務の取次ぎ，有価証券に関する常任代理，海外において発行された譲渡性預金証書及び
コマーシャル・ペーパーの売買並びに売買の媒介・取次ぎ及び代理，証券取引法に係る金
【16】印刷物
【35】商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営及び開催

通常:
2006-002669
標準

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【中間記録情報】
［審査］
2006.01.17 願書
2006.01.17 認定･付加情報
2006.07.11 拒絶理由通知書(第3条1項各号)
2006.08.21 意見書
2006.08.22 認定･付加情報
2006.08.25 拒絶査定
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No.

商標（見本）

商標

種別 出願番号

区分
37,38,41

371

ケーブルデジタル

通常:
2006-008105
標準

44

372

足延長術

スマートビルディング

分割:
2006-030341
標準

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

中間記録
【中間記録情報】
［審査］
2006.02.02 願書
2006.07.10 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.21 意見書
2006.08.28 拒絶査定

【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・

【中間記録情報】
［審査］
2006.04.04 願書
2006.07.07 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.16 意見書
2006.08.25 拒絶査定
2007.04.13 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書

通常 2006-013298

36

373

指定商品・役務
【37】建設工事並びにこれに関する助言及び情報の提供，建築工事に関する助言，建築設
備の運転・点検・整備，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並びにこれらに関する助言及び情報の提供，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
【44】美容，理容，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，医療情報の提供，健康診断，栄養の指導，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］
2006.02.16 願書
2006.02.16 認定･付加情報
2006.05.10 早期審査に関する事情説明書
2006.05.12 早期審査に関する報告書
2006.05.18 拒絶理由通知書(第3条1項各号+第4条1
項16号)
2006.08.22 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

09,14,16,18,24,25,4 【09】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 【中間記録情報】
器具及びその部品，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 ［審査］
2

374

ＮＥＲＶ＼ネルフ

分割 2006-038234

36

375

ＳＯＶＥＲＥＩＧＮ

分割 2006-055248

36

376

ＳＯＶＥＲＥＩＧＮ ＧＬＯＢＡＬ

分割 2006-055249

※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

ビデオディスク及びビデオテープ
2006.04.25 願書
【14】貴金属製コンパクト
2006.05.01 認定･付加情報
【16】紙製幼児用おしめ，文房具類，印刷物，写真，写真立て
2006.05.12 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
【18】携帯用化粧道具入れ
号)
【24】布製ラベル
2006.08.11 拒絶査定
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，布製幼児用おしめ，ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，耳覆い，ずきん，すげが
さ，ナイトキャップ，ヘルメット，帽子
【42】電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供
【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り，両替，金 2006.06.14 願書
2006.06.14 上申書
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 2006.06.19 手続補足書
2006.06.22 認定･付加情報
関する業務，割賦購入のあっせん，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 2006.06.22 認定･付加情報
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 2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
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 2006.06.29 意見書
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 2006.07.03 手続補足書
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 2006.07.04 認定･付加情報
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 2006.07.18 認定･付加情報
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， 2006.07.31 認定･付加情報
2006.08.09 拒絶査定
建物又は土地の情報の提供，企業の信用に関する調査，慈善のための募金
2008.04.07 ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書
【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り，両替，金 2006.06.14 願書
2006.06.14 上申書
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 2006.06.19 手続補足書
2006.06.21 認定･付加情報
関する業務，割賦購入のあっせん，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 2006.06.21 認定･付加情報
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 2006.06.28 拒絶理由通知書(第3条各号+第4条1項11
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 号)
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 2006.06.29 意見書
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 2006.07.03 手続補足書
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 2006.07.05 認定･付加情報
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 2006.08.01 認定･付加情報
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， 2006.08.01 認定･付加情報
2006.08.09 拒絶査定
建物又は土地の情報の提供，企業の信用に関する調査，慈善のための募金
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